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帝國議會へ請願書提出の件
=につき各地同志諸兄の義俠に訴ふ= 

先般甬岡での第riiiuj日本エスペヲント大會の決議により當口本"スペラ"ト悴績が委 

托加うけて來るべき第五十四帝國議會に對し先年同樣の請颐お及几他二三の新い、請願書 

も提出すも二ミになりまし讥。つきましては甚だ申躲れますが各地の同志諮"が傷って二 

の舉に御较同下さいまLて署名ミりまごめに御み力めらんニざな欠Lてお願ひ致Lます。 

來年度に提出すべ、請願（I大會の決逼にも仁がひその陆類の£い二さも必要條件のーて・ご 

ざいますから加も採揮されいJ能性の多い次の二種の請願醬ん呈出致Iます。

〔請願簷第一〕請願要旨:——國際補助語エ久ペラントチ我ヵ國ノ小學校及中警學校/ 

敎科目ニ編入フ、ルコトニ關シテ政府ハ速二適當ナル調直二袴于セラレンコトラ 

玆二謹ンテ請願ス。 （請願理由はコヽに略す）

［請願甞第二:1蕭鶴股旨:——國際補助語エスペラントノ必要ニ鑑ミ丈部诜局ハ其監督 

下ニ・/ル財團法人□本エスベラント學會・二對シ雉年多少ノ補助金チ下附シ出來 

得へリンノ、同法人二委囑シ我カ風文化ノ紹介上稗益多人ナルへキ文書チェスペ 

ラント薛セシメテ出版セラレンゴトチ玆二詐ンテ請顋ス（請願理由は略す） 

犬會の決議では大會に補助金下附の請願加呈出する筈でしたが大會の主催活は毎年峻ち 

ものでめ911¢催者が法人でも何でいよいしの故かゝみ钢願に到底探揮され如、ざ思ひま 

すので二の趣旨んや、型更い?;律に對Iて補叨金ド附ふ誌酬すみ:さ芒致Lました。川し 

炉ら仁需う少I澤山の種類の請願な出し化い芒思ひまI沢が期IIが切迫Iてをりますの 

で今年はニれだけにIま17"來年はもっざ澤山にしたいさ思ひまマ。

注 意 事 項

甥以1の 種の請願吾を貴衆兩院へ別々に提出しますから都合 

四通二しらへみ:こになります。
〇用紙は芙瀝紙ででが二れは本會かいバビけすペゝ筈ですが 

貧弱な會計でござい/すから各人御負网下さろ様伏してお願 

ひ致します。
〇未成年者及外國人厲請願の資格むしc婦人でも成年转はよ 

〇!；人ランチスト以外の方々の署名もむもべく澤山たのんで 

〇署名な2りまざうの上昭和二年十二月二十I】迄に下記へ御送 

附の事。

◊送附先 東京讳牛込區新小川町3の】4
H/Hスベラント學會請願係宛〇

OM式“右に示い:通り蜃で各自自署の上捺印L＜卜さい。（印

M継印でもよろい、） ^
〇川紙（美農紙）"一枚か二つに折り各面に五名宛薯名してトさ 

いc署名は橫にかいては拦めですc左記.の例にならひ縱にか 

いて卜さい〇 ローマ字hだめですC
〇っまリ四通だしますから同じ樣"駅名したdのな四通づ、作 

って送って下さい。一通だけで"匕の巾-權で1院へしか® 
3ません。（必しも四通共全く同一て・広くても羞支へなし;。

〇住所が不明瞭だったり生年月Hを忘れたり育Xさ無効になり 
ます（一人が忘れても一枚十人分が無効）からよほご御注意 

丁さい。 亠
◊二んごはそれほご大げさにやりませんから'R川の方の御新附 

zmくてもよいご思ひますが美氏紙だけは备自御寄 

附卜さいませ。
財團法人日本エスペラソト學會請願實行委u
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舞臺は出來上る

◊エスペラントの必要に對して今更ら疑ひ 

も挾む餘地はない。唯何が故に此の世界人類 

の通用語ミして必要不可缺なろエス語が、各 

国民をIて爭って之に赴むかしめないかのー 

事【匚 お互が今後斯道の爲めに研究f!つ努力 

せねばならない重要の使命でめらう。汽車・ 

汽船、ラヂオ等の普及の迅速ならに比して、 

文化の土臺ミなり人類幸福の大きな淵源であ 

ろ國際共通語のエスペラントのみが・何故に 

幾十年の年處む經ながら尙且つ遲々さIて世 

界人類の福祉に專らなろこさが出來ないので 

らうか。

◊國旗ざ國語はその國民の誇りであみ。乍 

併、世界の悉くが比隣相通する今そして 

人類平等の大義が高唱せられる今B尙特にH 

國語も以て他に强®ろ國民ありざせば・それ 

（I餘りに豪岸不遜の沒道漠でめる。世界の平 

和が徹に国際間の至幸であり・人類の至福で 

ある事に疑ひさへなくば、此平和の運轉室で 

ある言語の上に、獨り 國話のみが郭斷の威 

花授にするこさは許さろべきではない。

◊國際交迷の場裡に於て.用語の指定や限 

定はそれ白身一つの示威である。國ご國ざの 

間に上下はない.貴眩はない。一阈の文化や 

官や、兵艦や、そうい:ものに依て他を排擠 

しようさするものに.名は國際交注であって 

ゝ其實は威駆であり・抑制でめり・無理强 

ゐでおる。這補交涉锂に何で平和があり、幸 

福がめらう。平和は平等の上に築かれた自由 

の殿堂である。威壓や不公平の上に擬ぜられ 

た平利は唯一つの蜃氣樓に過ぎない。斯かる 

空物が何で人類に幸ひし得られやう。

◊學間に國境はない。技術に國籍はない。 

而かも國語の偏執任學問の普及を阻碍し・技 

衔の發達も阻止すみこ芒鮮少でない。若し國 

語の自尊に捉はれて敢て學問技術の普及發達 

も念ざせざろものありごすれば.それは明か 

な學問技術の賊である。言ひ換ふれば學問に 

忠、なみもの.技術に專念むちもの（工■傳ふる

I國謫」主箪 竹 下 文 隆

者.受くち者共に國語の桎梏から脫却して. 

自他共に不便の鐵栅から解放されなくてはな 

らない。

◊世界は人類共存の舞臺である。共存共榮 

な念はずして.徒らに我轨も張った^て.そ 

れが今後の世界の一員过して立ち得ろもので 

仕ない。世界の大勢ご趨樣は•一風の强人や、 

一氏族の旺盛を以てして其我意を振舞ふには 

Iう餘りに進んでゐる。水に映っち已の彩に 

向って吠ゆみ犬任先づ口らの肉隹失ふ愚を知 

らなければならない。

◊既に人類の舞臺は世界的に編み立てられ 

た。兹に登場する俳優が各自に臺詞も並べて 

何させう。芝居には芝居の臺詞が要る。それ 

がエスペラントで（工ないか。

◊お互がそれぞれに意味を有っそれぞれの 

用語を使用して、ごうしてデリカータな交渉 

が成らう。お互に温い握手もすち時・お互の 

言葉が通じなくてごうして温情が湧かう。お 

互に砥動し扶助する場合に、言葉が半町通で 

何の硏鑽が成らう。奎詞の呼吸がピツタリ合 

って二そ.芝居は見られみのでめち。それに 

（Ĥ世界共通のエスペラントより外に用ゆる言 

葉はないではないか。

◊阈民が國語の自尊心に捉はれて・互にそ 

の私心妄念を去らない間は.世界共存の實（J 

ごうしても攀らない。エスベランチストの急 

務ミ苦心（エ玆にある。一日も早く自國語の過 

尊心から覺醒させろこ芒・幾多外國語の習彳字 

に要する徒勞さ不經濟に眼覺ましし、ち二ざ（エ 

人類幸福の手解きであろ。＜ して!a・の世界共 

存の實は先づ平等不偏の用語によって・世界 

の各阈民が、最も自由に、公平に、其の意思 

の發表や意見の吐盘に遺憾ながらしむちゃう 

互に共同互存の襟度を持せしむろ世界的瀝動 

1そは人顋の幸福の爲めの實戰でめる。

◊然り.熱誠は私心や我執を脫服せしめ、 

數は無音の力を授ける。エスペランチストの 

急伤任熱により敷を加ふる事にめち。
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ロシア革命十週年記念
11月7日擧行される同祭には世界各力面の 

代表#1150餘名な國賓ごして請待し盛大に行 

にれるはずであみが、その請待客には各國の 

船業組合代表者、科學苦、文聲者（この中に秋 

田雨雀氏が含まれてゐみ）等々々のほかに各 

國のエスペラント運動家が多數含まれてゐち 

由。（聯合モスクワ發、大阪朝R） ,

第七回SAT會議
Sennacieca Acocio Tutmonda の Kongreso 

はDanzigの大會ミは別に8月12日よりフラ 

ンスのリョン市に於て開かれ・各國より約200 
の參加者がめつ兀。た* ロシャ人は入國禁止 

のたち參加出來なかった。H本の長谷川理衞 

氏はおされて幹部席に就いた。

オデッサ•ラヂオ放送局
II本內地では最近やつざJOCKでエスペ 

ラントの講習を一寸放送した位であみが.廣 

く世界を見ればニュースをエスペラントで放 

送してゐる所も少なくない。最近ロシア・亦 

デッサの放送局でも每週水曜午後9時半（モス 

クバ時間）よりソピエット國のニュースね工 

スペラントで放送すろこミになった。かく工 

スペラントを用ひて二そ置の國際放送が出來 

みこ云ふものである。波長975m・もし聞丸 

讥ら Sovet-Unio, Odessa, str. de R. Luksem- 
burg n-ro 34, Radio-Studio へ通知して吳れ 

さの事。むほ又スイス阈ツユーリ匕の放送局 

も同じぐ每日曜にエスペラントでニュースも 

放送する二壬になった。同放送局はこれまで 

數回Idistoに（工かられIdoの講習も放送し 

讥こざがおみ樣でめろが今後何の役にもなら 

ないイードなごM止した樣でわる。

Festo de Libro
かつて日本へ來たこさもめろ丿、ンガリーの 

エスペラント詩人Julio Baghy （エリオ•パギ 

一）氏の主唱の下にエスペラントの發案者ザ 

メンホフの誕生□12月15日を以てエスペヲン 

チストの「書物の祭」ざすみこさが去おぢソッ 

ィヒの大會で決議され了:。これはイタリーの 

Festa del libroの宣傅が大成功なおさめてゐ 

るのを眞似て出來たものでわおが、それ任こ 

のHを期I、すべてのエスペランチストは少 

なくし一册のエスベラントの本な賈ふ樣mo
rale にdevigi $れてゐるのでわる〇かくす 

れば一つに任ザメンホフもしのび、一つに" 

エスペラソトの;K書出版の助けをすみこミに 

なり甚だ好結果をもたらす二ミ、思仕れあ故 

naim だなこ•、云はずに各自實行されんニミ 

も切望する。

ザール河地域のエスペラント
同地方には最近目覺ましくエスペラントが 

普及5れて來7:が•遂に同地方の當局より■告 

示第十一の990號にて中等及禹等學校に於て

_ 意科目さして課するこさむ

許可し、中級にて（I每週二時間授業する様に 

すゝめてゐる。かほその上.エスベラントの 

敎師な養成するため.その講習が開かれみ由 

であみ。

Hスベラントよりの飜譯
最近イタリーに於て卞ラングのしuiscius氏 

のKaraktero 譯され出版され化〇二れまで 

もエスベヲントより譯され讥ものが單行本ざ 

して出版され了:事は敬多あらが、かくして益 

々エスペラントの應用範閘が腐まって行く。

カタルーナ・アント口ギーオ、 

カタルーナ（イスパニャ阈の一地方）の文學 

の粹を集めてエス譯し立派な大册ごして出版 

され7:同書は・いIやー版も賈りつくし再版 

にか、ってゐるが•同書二そ仁洙にエスペヲ 

ントの有用さを世に知らすしのざ云ふべく、 

これまでカタルーナ語ミ云ふ偏卑な言葉で書 

炉れてわつ了:ため、あたら名文、名作し;般 

世界に認めらる、に至らず埋れ木ざし・てくち 

てしまびんざしてゐたのな・全世界に我が工 

スペラントによって廣く紹介したものであち 

か、み仕事は唯エスペラントによってのみな 

さるベキ事であるが、ニれな同カタルーナの 

諸新間しやうやく認めるに到り、同地の作家 

ミさもに同書編輯者に對し多犬の感謝の意を 

表匚てゐるさうである。

ホーランド案內記
最近H本の鐵道省がエス文H本案內記も出 

版して全世界の注Hもひいたこさは御承知の 

通りでめちが.それに前後してポーランドの 

Espe ran to-deleg itaro （I Pollando kaj Gdan- 
skミ云ふ□本にあまりおざらない様な案內 

記も出匚た。多大の美しい寫眞入りで艮質紙 

に・氣持ちの好い印刷がしてあち。が國際的 

に用ひられてゐるDanzigなみ字を用ひずに 

それな》こささらホ•ーランド語でGdanskさ書 

いてゐるのけ例の「弄ンツィ匕自由市はポー 

ランド のものだ」ミ考へてゐるポーランド人 

の惡瞬（?）があらはれてゐろのでわbうか。
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荒野に萌えた綠の芽
南に波斯・アフガニスタンも控龙西仕カス 

匕海の波に洗れる中央亞細亞の一角の平麻地 

方にもエスベラントの巒找次第にふくらみか 

けて居る。ソラン平原ごよばれろ同地力の住 
民は農牧の民ごて浮草の・如き生活を送って居 

あ。1925年には匕に露西亞の一同志が同地に 

最初の檢子な蒔いたが幾許くもなくそれけ花 

ミ咲かずに終ったのでお"しかし蒔いた種 

子I!無駄で任なかつ九 翌1926年に枝同地方 

の大都會アスハパード(AŜkabad) \t於て(エバ 

ハイ敎徒の問に熱心な講習會が開かれ.同地 

の官立議學校では外國語ごして英語獨語が敎 

授されみのに、バハイ敎徒の立てた學校に於 

てはエス語が最上二級の必修課目さされるに 

至り.現在に於ては一般成人のエス語講習の 

準備もして居るミ云ふ。

世界文專唯一の言語
羅馬尼に於ては知らG人のない程若名な文 

學家にして人道主義者の亦イゲソ・レルギフ、 

(Eugen Reigis)氏は或は筆に或は口に機會わ 

み每に吾々の運動も援助して屈み熱心な一同 

志であみ。彼の有名な諾著作はやがて全部工 

ス譯される半になって居るが.先づ彼の主若 

^Humanitaristaj Principoj ?7のエス譯ii間も 

なく出版される運びになった。彼は本年ブラ 

ショフ市に開催されたルーマニャのエス犬會ヽ 

に出席して次の如き挨拶をした。彼(I先づ门 

著のエス譯の出版されんざする事を感謝し次 

いでエス語が巳に立派な一音語であち所以は 

單にシェークスビア、ゲーテ、ユーゴー等の 

諸著すらがエス譯され得仁ご云ふ點にあわの 

みでなく.なほ進んで詩歌に小說に又哲學科 

學I二人間の思想感情を直接にエス語によって 

表現されて居み事實によって巳に證明されて 

居ろ曲にある事な强調し、進んでザメンホフ 

の偉業"彼が言語の存在し得るには先づその 

言語が生命あ〇有機體であらりばならぬ所以 

花了解して屈た點にある事に言及して.やが 

て直接にエス語によって書かれた文藝作品の 

みが先づ世界文學の中に第一の地位を彳は英 

獨佛等の各國語で書かれた諸作品はエス譯さ 

れろ事を以て無上の光榮ミするの口が間もな 

く來みでめもうざ結んで居み。吾々が各自阈 

語の諾作品いス譯するのはーにはそれによ 

って口國の文化を紹介すあにしあるが、又か 

くすろ事仕吾々の筆をならしやがては現れる 

べき世界文學畀第一等の地位もエス語によっ 

て表現しやうさする一つの練習で£わみのだ 

レルやスの言・枝ま:ミに味はふペきものざ云 

ふべきであらう。

平和敎育とエスベラント
本年4月16日より20日にかけてチュッコス 

ロヴァキャの首府プラハに開催されたジュネ 

一ウ•の國際敎育事務局發起の國際敎育今誌の 

次第は巳に本誌七月號196頁に詳報し化通り 

である。學校敎育によって平和思想を涵養し 

やうミの趣旨にある以上任學校に於てエス語 

な必修畫杲目さして敎授するこざもプログラム 

の一部にならなければならない。本年ハ月北 

米カナク•のトロント(Toronto)に開催された 

世界敎育協會聯 Kl( Monda Federacio de Edu
kaj Serietoj)の大會に於て北米エスペラント 

協會の會艮Henry Hetze!は上記の趣旨な强 

調—同大會は學校敎育にエス語採用の理鉴 

さな認むみ旨の決議なすみに至った。合衆國 

及ぴカナダの諮新聞雜誌は賛意を交する記事 

を抿載した。

波蘭郵便從業員大會
波關の郵便從業貝協會任非常にエスベラン 

トに好意を持ち.世畀的の郵便從業艮のエス 

ペランチストf： Z Heptoに入會•し了こり 

して.】lcptでも波朗のニの協會の會長シュ 

チュレク(Szczurek)の發起により、同會の機 

開誌て・めらu Interligilo»の持別號な發行1 
て波蘭に於ける卸使從業員の生活を抿裁い: 

程である。本锌の9月2S口に任リルソーで第 

九回全波的郵便從業員大會が開催され約ー禹 

六千人の從業員を代表する約百人の代表者が 

集り同國の郵便人臣メジンスキー氏も出席し 

た。同大會に"各外國同志からのエス文の祝 

孟が盛んに送られ・それが朗諛される每に多 

大の喝采を博い:、郵便大臣もエス語に對す 

ろ好意ご賛同も表すろぎを惜土なかった。

宣傳旅行の効果
現在ナルガリヤの各地を旅行して至る所に 

歡迎されて居る英人VeHand夫婆の宣傅の 

力はまこざに偉大でめし卽ち彼等がしめ 

铤¢〇町を訪問するや同町民間のエスベラント 

熱に甚だ昂まり早速同地圖杏館に講習會開か 

れ、Panaguriŝteを訪ふや直ちに同地に新し 

くエス會が組織され同地一流の新聞はその會 

見記で賑ひ中學校艮は生徒の爲に講演を依賴 

しZatica町な訪ふて同地唯一の同志の宅に 

招かれ、ばその夫人や夫人の友人達は早速工 

ス語を學びたいざ云ひ出した。彼等の宣傳が 

上手なのか或は同地方の流行なのか知bない 

が良績きする二でを望みたい。
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第十五回日本エスペラ ト大會ン

〔1〇月15—17 []福岡市にて18-19日長崎市にて:） 

〔來年度大會仕大阪にて開催〕

十月中匂西日本の文化の中心地力み福岡市 

に我第十五回エスペラント大會が開催され 

全國から集ちもの二百數十名。

九州は最近目覺ましくエス運動の發展い: 

地でめる。福岡を中心过して北九州の諸都市 

に同志渥の如く西は長崎。南Ĥ熊本鹿兒鳥東 

（I別府宮崎等に及び我國エス運動の中心は九 

州に移ったかの觀がある程すばらしいtので 

おら。

第一日（十月十五日）

前口から卅ツホッ大會參加者が福岡さして 

乘込んでき讥。十五口は朗らかな小春口和で 

あつ化。このEJ午削十一時半急行列車で束か 

ら多數の同志が來.福した。芬朗公使ラムステ 

ッド博士も同じ列車で來られ7二福岡の同志 

十數名。白地に靑十字の芬甌阈旗さ綠星旗も 

先頭に之等同志を迎へた。出迎の人々の中に 

弦江口・城戶崎の鬪七を始め大島博士、藤澤 

敢授.伊藤助数授の三先生も見また。此日九 

州帝・大總艮はI^unstedt博士のために歡迎の 

蜚餐停を催し大學の評議る誌敎授业ぴに 

上記三先生し列席し盛大なfestenoが開かれ 

7:。他のkongresanoj （I,一同打連れて合宿た 

ろ海容館に到り少憩の後晝食をいこ、め橫山 

（福岡）、岩尾（別府）氏等の案內にて市內の目 

拔の場所たみ川端町邊から中洲町を散策して 

中洲ブラ氣分な昧ひ'曲車で東公園へゆき日蓮 

上人の巨像に一驚を喫し帝・大の構內も散策し 

病理敎室で休ませてもらってタ頃合宿へ歸着 

Lた所江口氏より十五銀行地下室で有志がラ 

ムステッド博上歡迎會を催すから希望の力が 

出席してくれざの電話があったので早速十人 

程隊伍も組んで會場へ赴いた。藤澤敎授の熱 

烈な歡迎の辭に初まって夫々□已紹介等あ 

り。途中五高敎授丫：みメーヤー （Mever）氏 

が宴會に出席されたので早速其晚の宣傳講演 

會に出席出來なくなったVenables氏の代り 

にsalutoんやってしらふこざにたのんで宴 

會の中途で大急ぎで演說會場へ自動車をさば 

商:。

19時半普及講演會（市紀念餡にて）にうつり 

まづ司會者大岛尿博士の開會の辭についで熊 

谷鐵太郞氏（盲人牧師）が「我國の將來ミ國際 

熬逆勳」なみ演題の下にエス語の必箜なヵ說

し熱卿舌端火もは < の慨があった。ついで國 

際聯粗東京支局の粟飯原晋氏がパハイ敎や國 

際聯盟ごエス語關係の爭について雄辯をふる 

仕れた。次にメーヤー敎授がヱス語にて英國 

人が何故エス語の必要な云々すみかミいふ事 

について少しく述べられそれもresum!して 

藤澤敎授が日本語に通譯して說明L 了:次に當 

Hの呼物たみラムステッド博士の芬葡風情紹 

介講演（エス語）があつ7:。通譯肚永松之幹君 

でめった。始め新興國フィンランド國の興亡 

について滔々數千言を散しついで幻燈を使用 

してつぶさに同國の或情も說明紹介Lそのこ 

く所微な穿ち細な孑はめ前後二時問な費Iて 

やっこ終った。江口廉氏の閉會の辭を以て無 

事講演會は終った。時正に22時。演說中一 

しきり時雨れ仁空もや、霽れて星が一つ二つ 

また、いてゐた。後九州其他各地地方會代表 

がカフェープラウルに集合して翌ロの協議會 

の下打合し？:〇 23時半散會ポソポツ雨がふ 

って3た。

第二日（+月+六日）

カラリミ晴れ渡った好天氣でおつ了:が時々 

少時雨があつ化。當日は福岡城趾內の偕行社 

なかりうけ發會式及協議會、分科會・雄辯會 

が開かれた。潦端で電車を不リZ Bonveno n 
芒かいた大きなアーチが我々な迎へてゐる。 

城內に入紅は・到る所綠星旗が赧りめぐらされ 

てゐて氣も心もうヨたつ許りでわる。三々五 

々kongresanojが（二せ參じた。大會發會式は 

愈々定刻1〇時に始められ九州エスベランチス 

ト聯盟幹事たる江口氏が大會準備委貝を代表 

して挨拶なのべEsperoの合唱（星子女史の 

ナルカ*ンのakompanoにて）を終って會・艮さ 

して伊藤助敎授を協議會の議長芒して藤澤敎 

授を推薦した。ついで伊藤仰萇は流暢なエス 
語を以て大會をこの地に開催すみのよろ二び 

なのべエス逹動の將來な祝褊するこむすん 

だ。通譯は城戶崎益敏君で見事にやってのけ 

た。次いで來賓の挨拶にうつり九人總長大工 

原銀太郞懈士がエスペラントの驚嘆すべき發 

展振な唤稱し□本エス學會の會員の地力別に 

よって地方文化の程度を卜する一端ごすべし 

ご論ぜられ福岡縣が三府についで學會會員の 

數の最も多き事なさかれた。それから最後に
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H分し六十の手習で最も近き將來にエスベヲ 

ントな學ぶ心算でおち芒のべられた。ついで 

ラムステッド公使のエス語のsalutoがわっ

Tlo國際平利の礎二そエス語によってなさち 

、ものざ述べられた。次いで大本敎の出口王 

仁三郞氏登壇「自分は蒙古入した時捕縛され 

マ逆さにつりさげられたが貧弱なエス語ビ支 

那語この力によってやうやく許してもらっ 

た」このべら・Iた。終りに國際聯盟支局の粟 

俶氐氏の挨拶あり。つぎに女子文化學院艮齊 

木氏が和歌一首甩以て祝辭にかへられ之も藤 

澤氏が速座にエス譯してよみあげて大喝采も 

博した。ついで各地よりの祝電祝辭の朗讀あ 

りc （中西義雄氏朗讀）ついで各會代表の挨拶

があった各會及代表者次の如し

【J本エスペラント學會 

京都エスペラント會 

大本エスペラント會 

エスペラント蓉及伶 

神戶•エスベラント會 

名古屋エスペラント會 

東京エスベラント俱樂部 

濟世平エスベラント部

岡木好次氏 

夫戶圭一氏 

伊藤榮藏氏 

山田二郞氏 

宇都宮正氏 

白木欽松氏 

ll!田武一氏 

中西義雄氏

リベーラヱスペラソト クラブ

伊藤利雄氏

若松エスペラント會 

萬風エス醫學協會 

エスクラビー久クルーボ

塚山隆次氏 

ii»良治氏 

田邊治夫氏

福岡エスベラント俱樂部 

別府エスペラント會 

五高エスペラント會 

人吉エスベラント會 

戶畑エスペラント伶 

門司エスペラント會 

小倉エスペラント秤

高橋運氏

岩尾粥樂氏 

吉村玄三氏 

勝枝利純氏 

林 茂氏 

犬場格氏 

中野勝政氏

以上の挨拶終ってTagiĝoの合唱にて發命

式を閉甘一同庭にて紀念撮影もなし中金をし

讥、めた。

13時大會協議會に移り藤澤觀雄敎授が議艮 

にて議事は全部エス語にて迅速敏活に進行し 

T:〇何分前代大骼の下相談ができてゐたので 

案外手っこりばやく進行したのでめろ。協議 

事項:二ざっご二問駆で第一厲來年度大會開催 

地決宜レノ牛であるc九州聯盟の方で各地方會 

問ひ合せた所十分薛足な結果が之られなかっ 

了:のである。それで前夜の下相談の結果に基 

き來年度大會任むろべく次阪市に於てimiti 
してい仁£きたいミの決議を滿場可決Lた。 

そしてその決議にもざづいてハ木・川崎の兩 

氏に委任して大阪の同志が大同團粘して來年

度大伶をinvitiされろ樣進懣すあこさを申 

し合（Iせた。川崎氏け大阪での例會でこの問 

題については二回さtその峙期におらずこI. 
て否決されたこさなのべ右の次琵故十分の資 

任むもって必ず引受けてもらふ樣に努力すち 

さいふ事は保證できないから豫め了承を乞ふ 

旨をのべられた。第二は本坏い前年の例にな 

らって議會請願を捉出すべしこの間題にて二 

れ（I謂場異議なく數氏の賛成演說あり岡本氏 

より請願は一通出すよりも敢みべく種類な多 

くすべき事をのべられたので議場に（戈かり; 

れし異議な < 可決され植田氏の提案により右 

誌願の實行け n本エス學會に委囑すらこx 

して可決確定。次に犬島博士の提議にか、ろ 

昨一年間に死亡した有能なるエスペランチス 

トの遗族に對し犬會の名に於て弔意花表すみ 

こざも可決い:。かくて協誌會も無事終了。 

引績レ、て分科會にうつり七分科會が成立し夫 

々各科に分れて討論研究い:。一時問程の後 

之も終へて本會議に移り各分科會の報告に移 

り醫科分科會はハ木氏が之を報告し沢。決議 

事項はつまりJEMAの發展ミ併せてTEKA 
も大いに支持すみ!ビの決議なない:由c盲 

人分科會は熊谷氏の報告あり。之さいふ決議 

なぜすまづ岡山人會でできたŬ本肓人エス協 

會ざいふしのがまだ生れてゐないがそれの第 

一歩なきづぐ!さな申合せた》。宗敎分科會 

任伊藤氏之を報告し宗敎方面の事に關し無に 

ーニ冋Revuo Orienta誌上を拜借して何かそ 

のカ面の記事を代Iてもらふ事も申し合せ 

T:〇文藝分科會“大神氏之を報告した。别に 

特種の決議なく有意義むろorginala verko 
の出現花のぞむ事を希望いコ商工業分科會 

（よ富松氏之を報告し商工業方面にエス語の活 

用されんニこの了:め努力する決議もIたこ報 

告。SAT・分科會找畑氏が之を報告Lた异en・ 
nacieca Revuo 及 Sennaciulo ね支持する二ざ 

及それら雜誌のEsperanta stiloのよくない 

のをplibonigiする二ミを慫懣すみ总味の決 

議もした宙。婦人分科會任渡邊孃の報告あ 

り。別に決議花せず互に親睦の意味で懇談む 

い:さ。
それより直ちに雄辯會（oratora kunveno） 

にうつり藤澤敎授の同會の下に次の諸氏が熱 

辯なふるった。

世界 亀岡伊藤榮藏氏

淋しき夏 戶畑林道治氏

使徒ポー ロ 神丿ゝ宇都も正氏

Esp.ざ盲人 宇部熊谷鐡太郞氏

鉞灸の話 京都ハ木口出雄氏
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大本（文何な目的过Lてゐみか

融岡 山田二郞氏

今の福岡• 福岡 村上知行氏

怪物さその阿諂者 福岡 畑正世氏

国際文化き科學 福岡 永松之幹氏

戰の準備 若松 原田降次氏

□本の進むべき道 福岡 藤澤親雄氏

然烈火の如き雄辯あり辛辣骨をさす能辯わ 

り〇いづれもさらぬ一騎當千のomtorojで 

ある。薄暮あたりをつ、む頃無爭雄辯會もざ 

ち・て一同打連れて晚養懇親伶場仁る柳町の新 

三浦屋へゆく 〇 :の邊（Ĥ昔の遊廓地で近松の 

博多小女郞浪枕で有名な所は二、でめち。今 

は別の所へ移轉して當時の面影（I全然ない。 

會すみもの五六十名。博多の名物水たきに舌 

鼓な打ちくつろいで愉快な時も過1t-〇ラム 

ステッド公使やメーヤー敎授も出席してうま 

いうまいざ大よろ:1ぴ.內務省社會局の吉阪 

俊藏氏t出席?れ役人もエスペラントをやら 

むければだめださ大熱辯をふろ厲れ.ハ木氏 

や中野氏等の話もおり、途中福岡の同志の一 

人たち藤瀬天洋氏•（鐵道につこめてむられる 

が手罷師^しても相當の腕前の人）が餘興に 

さて樣々のĵongladoもしてくれたので拍手 

喝釆なりもやます•三味線で鳥や動物の嗚聲を 

ま对:リ仲々堂にいったものでみった。23時 

散會。

第三日（十月十七日）

今日任奈多濱への遠足口であるが生憎の早 

朝から雨模樣で一同悲觀してゐたが幸に十時 

墳になってはれてき了:ので1°時の分新博 

多驛に集合の上博多滝鐵道!二て貨切車にて出 

發白妙靑松の博多灣に沿うて北上する二ざ數 

十分奈多驛へ着し直に荷物を驛前の奈多屋に 

預けて松林をわけて芋畑に出で芋堀遊をI 
わ。伊藤先生（コ連日パテベビー（携帶用活動 

寫眞.撮影機）を携帶して隨峙隨所て'撮於ぜら 

れた。本年五歳の江口丸み子孃がかびいらし 

い洋裝で大きな芋もほってゐる樣子はまたね 

くかこい、もので早速伊藤先生のカメラに收 

まった。
それからもよの奈多屋に引がへして二階で 

一同書食をした、めた。ラムステッド博士の 

フィンランド語での演說があった。それから 

濱に出たが呼物の鯛網は天候不良のため厂め 

になったので一寸し了:地網引な•した。當日早 

朝鯛網引の船も沖合にだしてもらつむが天候 

不良で駄Hだつ7:ので途中引返して來む-の 

事です。主催側の腕によりをかけた催も遺憾 

ながら天候のため駄目になっかの;【御氣の棒 

だづた。16時北九州の同志や、長崎のPost
kongreso 秦加者は奈多な出發LT:〇福岡の同 

志やPostkongresoに參加せないもの任猶奈多 

の外海の方へいって雄天な景色な賞しタ頃解 

散した。

Postkongreso

16時奈多むで、香椎で省線にのりかへた長 

畸行のpostkongresanoj任十數名であった。 

汽車巾（I四方の景色を賞玩してゐたが直きに 

暮れてしまつ7:。犬會のうれしい思出ものせ 

て南行した。途中T・K.兩君が二等車のラ博士 

を訪りて切符拜見の車掌君につかまってお士 

けに罰金大枚6閱50錢を申渡されて大弱りや 

っざ植出敎授の取計ひで金20錢也にまけても 

らって大喜びの喜劇一幕がわつか。汽車は無 

半23時長崎驛着。多數同志の出迎へむうけ合 

宿（千代の家旅館）へむ W
第四日（十月+八日）

10時頃から一同集合の上長崎市の名所舊陵 

も見物する事にした。長崎は古來支那この交 

通も多くしかも織豐诗代天主敎の渡來の中心 

地であり基督敎禁歴後の天主敎徒の叛亂等め 

り後鎖网時代蘭船渡來の唯一の港さして阳歐 

文化輸入の唯一の關門さしてその史!®のみろ 

べきものが甚だ多いが時間がなかっおので疲 

も著名なものを二・三見る事にしT:〇

合宿を出て鐵橋（毅2）を渡りそれより電車: 

で長崎驛前へゆき基督敎徒虐殺の跡7:る西坂 

の地を訪紅引返して本蓮寺で切支丹井・寢返 

りの問なごみた。次に支那寺たる福濟寺も访 

れ立山御役所跡の外壁を一番した。

縣立長崎圖書伯花訪れて史料室へ案內され 

禁敎時代の踏繪ださか天草版平家物語だざか 

和辭辭典だ芒か朱印狀ざかその他標々のもの 

なみ化。そこを辭して諏防公園へ®きケンペ 

ル•ソンペノレグ紀念碑■をみたり長崎の町を展 

誓しれ。諏訪神社へ詣でた。二、には英文の 

おみくじがある。A君厲good luck （幸運） 

もひきわてゝmarriage : good matcli（給 婚: 

良緣）で大よろ二ぴ"君Bad hickなひき 

わて、大ショゲ。それより出岛のM飽跡をた 

づれてから次浦の天主堂へゆく 〇これは長崎 

立山で的敎した22人の人々を紀念すちために 

かてられたものでいろいろ說明して璜った。 

歸ろさき丁度供藤城戶崎濱中の三氏ご別のゴ 

ースで自動車で市內見物もしてゐたヲムステ 

ッド博士がやってきた。 、

それ炉ら長崎の同志の歡迎晚餐會に出席し 

f：o會•場は大徳圍。某氏所有の遊園地て•一般
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林
严;

Postkongreso晩餐倉の後

に公開してゐるこうである。こ、小支那料理 

ねさリよせて三つの圆卓をか:1んで支那料理 

に舌鼓むうつ水博士高原憲氏の美辭麗句もっ 

らり讥雄辯（エス語）に一同のぎぎももめく。 

長崎（工汽車でくみよリ港の方からながめられ 

讥方がより美しい。外人がよみ二んでこの地 

に永住し丫:のはnigrokulaj knabinojが澤山 

い讥からだらうミ。若い連中もヤンヤミよろ 

こばせた。ついで自己紹介があったが萬綠叢 

中紅一點の城衣力子孃が「私仕今年初めて大 

會に出席しまIて我々は井戶の中の蛙でおっ 

て（Hならないよろし く大海（=大會）をしねば 

ならないざ感じまし化」さ云はれて駄洒落連 

發の男子連を一蹴したには全くおそれいっ 

t:〇山村氏の本場の农來節や城戶崎氏の博多 

方言のにわかで福岡のエス會の諸名士も槍玉 

にあげア:キョーさに任一同賛嘆しĴ:〇寫眞撮 

影の後ラムステッド氏はいそいで講演會場へ 

むかった。

講演は午後七時半から市役所の樓上で幻燈 

使用の上ラムステッド博士の芬蘭國情紹介講 

演でわつ了:。開會の挨拶及通譯任植田高三敎 

授でラ博士のエス語ね滔々懸河の辯を以て通 

譯して聽衆の大滿足ながちえ7:。最後に高原 

氏の閉會の挨拶ものベエス講習會が近くひら 

かれミからぜひ出席下さいさつけ加へた。聽 

衆三・四百名の盛況でめった。此晚23時に歸 

逢につかれ7: kongresanojも少しはあった〇

第五日（十月十九日）
今日は雲仙嶽へ遠足の日でろ"天氣は申

分のない快晴。朝七時半Rarnstedt博士（1富 

松氏等ざ縣廳からさLま任しの自動車に其他

〔寫说説明〕 

左より前列城孃・ 

ラ博士、黑宮（愛知）、 

械田（喪崎）、川崎（大 

阪）、飯河（大阪）。中 

列大井學（束京）・久 

米（長崎）、關口（吳人 

土肥（熊本）.白木（名 

古屋）、田邊（東京）. 

城戶崎（福岡）。後列 

富松（長崎）、谷口（長 

崎）•岡本（•柬京）・濱 

中（北海道）、伊藤（福 

岡）、中野（京都）、山 
•出（東京:、高原（長 

崎）、田村（鳥根）■帆 

足（崔崎） 

の同志牡他の自動車に。尙一玉谷口稅關港務 

部昆の提供された自動車さ都合三臺の自動車 

がつれだって冷たい朝風に綠星の小旗ひるが 

へさせながら千々岩灣に滑ふて走る。朝日に 

てりは龙てゐろ山々が遙かに靑い海の彼方に 

そびえてゐる景色はなんごもい仕れない眺め 

であつア:雲仙公園へ到着しア:のが1°時過こ、 

で白動車をなり事務所で少憩;の後ゴルフ場ま 

で自動車にてゆきそ二でいよいよ普賢岳へ登 

みこざざしてその用意むし了:。ゴルフ場は山 

の裾野におって一面の芝生でわる。こ、をす 

きてなだらかな傾斜に添ていよいよ登り初め 

7:〇何分大會で連Uの疲勞の上昨唤は晚い上 

に早起きむしたので一同多少の難色めり。Ŝ 
も弱つ了:のは中野忠一郞老（京都）ご岡本氏 

（東京）。中腹仁田で中食もし了:、めた。二、 

で谷口（稅關港畅部艮）・伊藤（福岡）、城戶崎 

（同）濱屮・帆足の五人は數回登山い:事がち 

る故ニ、から下山して湯に入って休み・わざ 

の連中拄ミにかく頂上まで登る事にした。頂 

上までいったの｛tBamstcdt博士、飯河（大阪） 

關口（吳）・黑宮（愛知）・富松、中野・岡本の 

七氏他に縣廳の御役人芒事務所の人々二三人 

であった。歸リもかなり難行であったが坊時 

前下山し7:。そ二で早く下山しれもの仕溫泉 

地嶽めぐりをしていよいよ肯時30分自動車に 

再び搭乘小濱へて•たが途屮道が惡いさの事で 

もこきた道を疾騙した。あたりはまっくらで 

たヾ星がまた、いてゐるぱかり冷たい夕風が 

身にしみる。2〇時長崎の高原氏邸へ歸著。コ 

の晚高原氏の好意にて同氏邸にて一同長崎の 

名物卓袱料理花御馳走になつ'T。
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地 報 道

劃時代的快擧
最近東大敎授緖方知三郞博士はその近著 

「病理學總論」（400頁三田村博士ざ共著定價 

7圆半）ざいふ彪大な病理學の大著述を發表さ 

れたが具各頁のード部にその頁中にで、くみ學 

術語の外國名むあげておるがその筆頭にエス 

ペラント語もゴヂック佬で入れ次にラテン語 

ドイツ語英語等むいれてゐるさいふ事（［今後 

の我が目學界でのエス語の地位な認められて 

された:さでおつて我々は二の博士の英斷に 

敬服すみ次第である。エス語の語彙を二うい 

った立派な若述の中へ入れられた!ごは嘗っ 

てない事である。しかも他の外國語を排して 

/先においてあみさいふ事は我々にミって何 

过心よい事ではないか。いづれこの總論にっ 

ドいて各論が執筆されるだみうがその各論で 

も同機の態度もこられんニざも祈ってやまな 

ゝ、。醫學界でもEsp-istoの最も多いのは病 

理税界であるから二の書物がで了:事によって 

我病理學界のエス語熱仕まマますたかまるで 

あろう。

育舌;東京高等學校では1〇月1〇Q12.5»$
一空で第一回初等講習の準備伶を開い 

了:。出席者50名。同校エス會會長宮田敎官が 

エス語の出現につき說明され次に宮城君が文 

法の輪熾を說明した。之についで講習會な開 

く豫定である。申込者80名ある由。

j亦* 第二高等學校のエス會任一時奮は 
L2zJ®Jなかったが最近上井（晚翠氏令息） 

君がその中心になって大いに活躍も初められ 

た〇1〇月16日|ニエス乂ラント參考n?:展覽會 

（材料學會出品其他）を催し更にis n ??及講演 

會な催I更に每週一回講習會を始めた。講師 

（I菊澤季生氏。9J名の聽講者ちりざ。同校會 

喪は多田敎授副會長伊坂敎授。顧問ざして吉 

井敎授ジョ1ンズ講師をいた£く吉井氏以外 

の三氏はすべて英語科の敎授でめるのは注目 

に値する。大槻、高橋.石井・大橋・安積、土 

井の諸君が轅起人です。

召 報第三高謀學校エス會では去四月學 
ピゝ郁」垢始に宜傳を始め講習を開始した 

が受講者50.60名の盛況で講師は石井一ニ三 

君。9月中旬から再び初等講習。1〇名聽講。 

講!!帀桑原利秀君。同時に中等講習さして輪讀 

會t開いてゐます。

き。

套野縣

★ 9月15〇 |：（!京都エスペランチストの集合 

が京大樂友會舘'でめった。なかなか面白かっ

上田市の講習についで丸子町で講 

習開始。講師竹內藤吉君。

10月21日より7 口間大會postkon- 
二〜! gresoのめミをうけて初等講習開 

催。高原氏邸に於いて。★先般海事部の塚本 

濱地兩氏の盡力过三菱造船の西岛課長の援助 

により造鉛所に實習中の東京神戶兩高等商船 

學校の學生9乞に初等講習をなす。講師富松 

氏（寫眞に旳6頁にあり）。★10月塚本濱地兩 

氏弦門司へ轄任されれ★10JĴ29R滿蒙旅行 

の同志濱部氏の汇め勸迎晚餐會を開く由。

「中 が 大分縣中津町にて10月29日19時よ 
12り同地エス會主催エスペラント學 

術講演會を開催。入場者一千名。町長も出席 

された。ブログラモは1•開會の辭 石丸鎭雄 

氏2.エス語の輪廓江口廉氏3.我國におけ 

み外國語問追大岛廣博士 4.エスペラント文 

學伊藤助敎授（通譯城戶崎益敏君）

A «!ハ幡エス會主催で同市における第 
ハ 牺 2冋エス展覽會も同市國見町ハ幡 

高等技藝女學校にて開催。期間10月1日・2日 

來訪者200名。★同3-14日同所に於て第8回 

講習仟を白石氏指導の下に開催。】5名聽講。 

★北九州月例會をハ幡エス會主催にて同校に 

於て開催。門司小倉、若松・戶畑各會より多 

數同志參伶。決議數件。1〇時散碎。月19 
日第一冋研究會開催c會場中本町3丁目エス 

會事務所にて每週水土2回。舊會員のために 

は木睦一回。

工・百 犬阪聲科人學でけ學會大阪支部主 
K 馭 任・出氏の指導で講習角•なごをや 

ってゐたが今回愈々人阪皆科丿1摩エスベラン 

ト俱樂部ざいふ會が創立あれた。昨年度年鑑 

所載の醫大綠星會は理科のみの會でわったが 

今回できたのは豫科ご本科も合併しr：iので 

ある每週冃唏日に硏究伶を開く。（農野氏報） 

= 慶應エス會ではio月26 n15時より 
果泉瞰內佛敎靑年會,レーマにて久し振 

りに懇親會を開催、會する者廿名.粟飯原氏 

前日來朝のハンガリー同志Fnmz Baladz氏 

を伴ひて來訪、懇親會は變じて・遠來の客を迎 

ふお歡迎會ざ化す。平和、菜食に關すろ問粗 

を討論して】7時閉會。★★粟飯原.松本兩ろ
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は同會閉會後同氏も伴ひて學會例會に出席、 

22時近く迄愉快に談笑。尙.T.E.Kによる同 

只歡迎會战來冃十□に行ふ由。

★共立英語會（芝區芝公園第六號地三番）では 

10月22 [!より11月26日迄每週土曜FI fi18時半 

至21時牛3時間宛エス語初歩短期講習會を開 

いてゐる。講師は飯U!忠純氏。

ん匚E •丁OCKに於けるエス語講習放送 
も石厘の兀め來名した石黑修氏のため9 

月241」夜公園前淸榮軒に於て歡迎會を9月30 
日夜睦ビル前アサ匕食堂に送別な兼りた親睦 

會を開催しエス談に花な咲かせ乂、普及方法 

につき協議い:。★毎H曜夜名古屋エスペラ 

ント協會に於て協調會が開かれて居み。多數 

同志の參列を希望す。・尙、同協會新住所は 

名古屋市中區老松町十の五〔大學病院前、交 

響堂ハーモニカ專門店〕（山田氏報）

亠 却 1CB16Hタ・エス書及會京都支部 
乐郁で（二大會に參加1彳・ざりし同志の 

爲、河原町四條上ル伊賀氏方にて記念の會合 

な催す。參加者】8名エス語の演說等があって 

盛會裡に閉會。

不石二|10月23 〇19時より、北九州エスペ
」倉巾ランチストの人會報告及批判茶話 

會な京町コドモハりスにて開催、出席者仁北 

九州五市（門司■小倉、ハ幡、戶畑、若松）より十 

九名、夫々大會に關すみ感想を述べ、結局今 

度の大會は Konatiĝo, unuiĝo, amikiĝo が不 

十分ではなかったかざ云ふ事を語りあった。 

更に九州聯!Ŝ本部の批判があリニ2時適散會。 

1阳鉅|画館エス秤では前會長虎渡乙松氏 
_旧亘 他界後久I＜會艮も缺いてゐたが 

此度函館商船學校敎官海軍中佐小森正銳氏な 

會長に推我した。氏は秀た同志でわり殊に函 

館エス伶に對し二仕献身的好意を寄せられて 
ゐみ。會員40名二每金曜[】に會話練習會を開 

催。同會所衣地函馆市千代ヶ岱け.小森氏方。 

（前月融寫眞參照）

♦內地報這用寫眞页の都合で346頁にあり。

新聞雜誌ごエス語

★東京日F】（9月30H）—一松永氏のエス語獨 

唱會（記事）

★經濟（10月1Fi）—エス語初等講座 石黑氏 

★勞働運動（同）----Pri hi balotelekto de
prefektejaj delegitoj.

★東京朝日（10月iu）—アメ Vカ行人形の 

名なミス何々3ぜずフラウリーノミ吹めよ一 

（投書彌）

★阈民（10月4日）----エスベラントを話す口

本橋堀留署畏Xん木崎氏一（記事） 

新愛知（10月4 H -6日）ーー最近のエス語運動 

——山田弘氏

・國民（10月6日）—エス語講座の設置J.〇・ 

A.Kにて一記事

★東京朝H （1〇月5-7）ーーエフ•ペラントの二 

週間=世界人會參列記——土岐善愚氏（記事） 

★ジャパン•タイムス（10月19R）——英語敎 

育大會に試みたパーマー氏仁その演說中エス 

語につき論ず。

★奉天每B （1〇月14,15,16）——國際補助語へ 

—奉天エス侖貝寄（記事）

★神戶新聞（io月ian）福岡n n（io月16日） 

ロシアで發行のザ何・士肖像切手ーー（記事） 

★福岡U H （10^170）—第十五回エス犬會 

——（社説）

★同（10月18日）ーー英語廢止を主張す（社說） 

お願ひリ

新間雑誌上でEsp・に關する記事乃至論說 

の現これたのな知ろ位嬉Iい二さはない。之 

に關し同志諾君よりお送り下さるもの"Esp・ 

movadoの好資料ごして保存すみに努めてゐ 

ますが今後（X尙一層徹底的な蒐集な行ひア:い 

ざ思ひます。それにに諸君の御援助に俟了:り 

ばなりまぜんから爾後か、み新聞雜誌に出來 

るだけ御送附下さらんニざなお願ひいたしま 

す。（學會內徳田次郞宛へ）

來年度大會は大阪で開催に確定

—小坂氏より一

Munĥen, 9/X/1927

Karcj Samideanoj,——Hieraŭ matene mi al
venis ĉi tien en 3Iiinĥen kaj en la vespera 

ĉeestis la kunvenon pro Ia 40-jaru datreveno 
de Esp., donitan de la loka laborata grupo. 
Hodiaŭ mi ankaŭ alestis la ekzamenojn de 
Esperanto. Ainbaŭ（oje kompreneble oni pe
tis niin fari paroladojn. I Icdiaŭ nokte nii 

veturos al Leipzig.
Tute Via K. 〇ssaka.

議會請願をします。大いに御盡力下さ 

い。委い事ii表紙裏御覽下さい。
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ハイネの詩
El ” Lirika Intermeco ”

1
En la monaf belega, Maj\

Duni ĉie brilas floro,
La amo ekvekiĝis, ja, 
Ankaŭ en mia koro.

En la monat? lelega,
I)nm la birdara kanto, 
Mi ekkonfesis al i5i, ke 
Mi estas sin amanto !

2
El miaj larmoj ekkreskas

Amasa carma flor：
Kaj el sopir()j ekflugas 
Najtingalara ĥor\

Se vi min amos, fraŭlino,
Por vi cstos mia florar , 
Kaj sonos ĉe via fenestro, 
Matene najtingalaド・

3
Antaii F oknloj viaj min 

Sendolorigas la destin1;
Sed ho kisinte vin; mi sentas
Tuj resaniĝon, kaj kontentas.

A
Ce via brusto, ho, la bela,

Plenigas ĝojo min ĉiela,
闕，se ,, mi amas vin " vi (liras, 
Plorego akra min disŝiras.

■»*・・■■■ . ■
【註】エス語の1e 3 (X L. E. Meier, 2(X L. 

Belmontの手になつア壮の、B本譯任便宜上 

生田春月氏のによった。1任一'一ノ一'一'の音 

律卽ち抑揚格(jambo)であるからそのつもり 

ヾ最後の句もankŭŭ en nna koroさ云ふ抑揚 

なつけて讀まなければならない。脚韻(Nmo) 
山第一旬第三旬にはなく第二句第四句“弘ん, 

k。"或(T kantot amant&ミ音な合(よしてあち〇 

Mi estas ŝin amanto 文法的に(エ少し扫かし 

いが、彼女の愛人ださ云ふのみでなくもつさ 

强く彼女あ愛するものなのださ云ふ感がよく 

出ろ。2の音律恭一—一［一—卽ち 

第一句は抑格のついた抑揚格(jambo)Z:個ミ 

抑揚抑格(amfibmko)を結合したtの第二句

『抒情揷曲」より

1
たのいゝ•春がやって來て

'いろんな花がひらくさき 

そのこ3わたしの胸からも 

愛のおもひが萌之出した

たのしい春がやって來て 

いろんな小爲がうたふさき 

こひしい人の手をごって 

わたしは燃ゆるおもひなうちあけた

2

わたしのめつい淚から

いろんな花が咲いて出ろ

そして私のため息は

めの夜鸞（うぐひす）の歌こなち

おまへがわ7:しを愛すなら 

この花をみなおくりませう 

そしておまへの窓のそさに 

夜篦〔うぐひす）の歌はひヾくでぜう

3

わたし（Iおまへの目を見る过 

この惱みも痛みも消之ちまふ 

さて.おまへの口に接吻するさ 

わたしはすっかり丈夫になち

わたしがおまへの胸にも化れみさ 

天國へでも行ったやうに思ふ 

でt「わたしU ĥな化を愛します!」ミ 

おまへが云へば、私"つらくて

泣かずに居られ'ない 

五抑揚格三個から出來て居る。脚韻は第一第 

三旬になく第二第四句には 时,人。儿 及び 

florar\ najtingalar,ミ韻を合はしてある〇 por 
vi estas mia floraド私の花仕貴方のためのも 

の・卽ち贵方に對すみ贈物。:、から後•三 

旬の音徉は少し無理である。3の音律は第一 

第二句任ーノー/ーノーノ卽ち四筒のjamboから 

出來て居り・第三第四句は—'一卽 

ち四簡のjamboに抑格がついて居る。脚韻 

厲同韻のものむニ句づつ緻けて並べてろろ〇 

antaŭ V okuloj viaj -貴方の目に對する芒連 

命は私から苦しみをむくむしてくれみ。ĉe 
via brusto - {I ĉe via bela brusto であろ 〇 

貴方の美しい胸|ニもたれか、もミ••••••・•〇
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單一赴

エスペラント初級講座

【第三講】

始めエス文を讀んで次の單語表によりその譯なしらべるこミ。 

总味の判らぬ所（I何冋も音證するこさ。

それでわからぬ揚合任譯文說明を讀む二さ。

1-«reka希臘の。2. oratoro雄辯家。3- perdi失ふ。4・apenaŭやつこ、辛じて。 

5. esti ravita恍惚ざすろ〇 6. paroPado演說。7- partopreni加はろ、參加する。 

8. ludo遊び事。9- Plenega 丁年の、成年の。1〇・popolo氏衆。11・fajfi 口笛を 

吹く.聽衆が口笛も吹くこさで、演說右に對する侮辱。!2. penado苦心、骨折。 

13- kuraĝigi 勵ます〇 !4. dua provo 二度目の試み 〇 !5- mankoj kaj eraroj 缺鮎さ 
誤謬。!6. paroFmaniero 辯舌■版り。 17.laŭte 聲高く。!8- klare 明瞭に。

19- ŝultroj 肩。2〇. kutimo 習慣、癖。21.kruta 峻瞼な、け江しい。22. superi 

凌駕する 〇 23. muĝo 怒號.24. lango 舌〇 25- pendigi 吊て〇 26- ĉiufoje, kiam 

•••・する每に。27. tondi剪る。28- dediĉi げる。29. senĉesa止むなき。

DEMOSTENO
granda greka oratoro. Li perdis la patron, 

F()je li aŭdis oratoron kaj estis ravita per
Demosteno 

kiam li estis 
la bela parolado. Li tuj decidis ankaŭ fariĝi iam oratoro・ De tiu tago 
li ne partoprenis plu en la ludoj kaj dediĉis la t utan tempon al legado, 
skribado kaj parolado. Kiam li jam ostis plenaĝa, li foje preparis l)elan 
paroladon kaj diris ĝin antaŭ popola kunveno. Ssd oni fajfis lin kaj 
ŝajnis, ke lia tilta penado estis vana. Malĝoja li revenis liejmen. Amiko 
kuraĝigis lin al(lua provo. Li laboris ankoraŭ pli diligente kaj pli flue 
diris la paroladon. Sed, lio ve, oni rce ridis lin. 
la mantelon, li iris malespera hejmon. Lia amiko 
al li la man 
oratoro tri ĉefajn mankojn: unue li parolis tro 
ma Ifor tan bruston ;li parolis malklare kaj kelkajn konsonantojn li tute 
povis elparoli, ekzemple R; fine li havis malbonan kutimou, ke li levas 
la sultr(>jn post ĉi 
perdis

Por 
iris al 
suj)eri 
metis 
kutimon levi la ŝultrojn, li j)en(ligis super 
ĝin ĉiufoje, kiam ĝi leviĝis, 
eliri kaj la tutan tcmpon devis dediĉi al 
(ekzercoj kaj penoj li fine fariĝis la plej

estis la plej 
apenaŭ sepjara•

mon.

Kaŝi nte la vizaĝon en 
vizitis lin kaj montris 

kojn kaj erarojn de lia parolmaniero. Deinostcno havis kiel 
mallaŭte, ĉar li havis 

ne

ciu dirita frazo. Sed kiel fbricri tion ? Dcmosteno ne 
la esperon Kion oni volas, tion oni povas.
fortigi bruston Demosteno suriris ĉiutage plej krutajn montojn aŭ 
la b)rdo de V maro, kiam la ondoj bruegis, kaj penis per sia voĉo 
ilian muĝon. l》or bone elparoli R kaj kelkajn aliajn eonojn, li 

malgrandajn ŝtonojn sub la lang
&

ron

Fine li tondis

kaj tiel parolis. Por forigi la 
la isultro glavon, kiu vundis 
la harojn mallonge :li ne povis 
siaj stude»・ Per tiaj senĉesaj 
granda oratoro de P mondo.

—Kabe —
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デモ ス テ ネス

デモステネス"最も偉人な希臘の雄辯家でした。彼はやっこ七歳になった許りの時に・父も 

失ひまし了:。或時彼は雄辯家の演說を聞いて・其美しさに心も奪はれまい:。彼は自分も亦い 

つかに雄辯家にならうさ・直ぐ樣決心いたしました。其!］以來彼はもう遊び事の仲間入りもし 

な < なり4ちだけの時を.讀み書きざ辯舌に抹げてしまひましT:〇彼が旣に成年に逹匚た時、 

彼Ĥ或時立派な演說の下準備も捋へ.二れも民衆の前で語りまI化。ざころが、彼(二侮辱を受 

けその苦心も水泡に歸して終つ讥梯に思にれましr:〇彼は悲歎にくれて家路に着きました。友 

人は彼を勵まして二度目の試みをやらせみ様にしましT：〇彼仁前よりも一層勤勉に學び然もー 

曆流暢な演說ないたしましr:〇然し.悲しいかな.彼に再び嘲笑の的ごなりまい:。彼は外套 

の中に顏もかく I、落聰して家に歸って來まし'r:〇他の友逹が彼を訪"て來て.彼の演說振り 

の缺站や誤りを捲摘しましr:〇デモステネスは雄辯家ざして.三ツの主な缺鮎を持って居りま 

い:。第一に・彼は胸が弱かった爲、餘りに低い聲で話した事です。彼は不明瞭に話し.或る 

于音例へばkな芒・厲全く發音すろ事が出來ませんでu:〇最後に.彼は一句話す每に肩を攀 

ける惡い癖を持ってゐました。然しごうしr:ら、これも一掃する事が出來ませう。デモステオ、 

スは希望も失ひませんでしĵ:〇やり度いさ思ふ專は.やれるのです。

胸知丈夫にすみ爲・デ毛ステネスは每日の楼に或時は一番瞼しい山々に登り、或時は波が烈 

しく音を立てる時海岸に出掛けて行って自分の聲が波の怒號に打勝つ樣に努力しまし化。r芒 

其他二三の音を立派に發音し得る樣に.彼任舌の下に小石を幾つか入れて話Iました。肩も擧 

けち癖を直す爲、彼厲鬲の上に劎を吊しま い:。そ二で飙任肩の擧み度每にそれも傷けまい:。 

逢に彼は髮を短く剪りましたので外出が出來なくなり.めろたけの時間を研究に捧げりばなり 

まぜんでした。此標な止むなき試練ざ努カミの御蔭で彼»:遂に世界に比類の無い大雄辯家さな 

リましt:〇 ^

醫准研翌

(a) apenaŭの用例。(1)•—すみかしない 

かの間に 〇 Apenaŭ si venis al la fonto, si 
ekvidis infanon tie starantan.彼女が泉の 

處までやって來ちか來ない間に、彼女は其 

處に立ってゐる子供不見リけまし？:〇

(2)やっこ、辛にて〇 Ŝi ：q)enaŭ retenis 

加mojn.彼女はやつこの事で淚もニらへて 

居りま ĉ Ĵ:〇 しa libro kostas apenaŭ tri 
inkojn.その本(エ三フヲンちよっさきれ 

ろ〇

(b) p】uの用例。plu任時間塢所に關し行爲 

又は狀態の繼紙する場合に用ひられます。 

例へI］ Mi vin ne vizitos plu.もミお訪农 

しないでせう〇(時間〉Mi ne povas iri unu
'P^on plu. tう一歩も二れ以上歩く二芒が 

出來ません。(場所)

(c) Malĝoja li revenis liejmen. malĝoja ざ 

形容詞になってゐるのに御注意。日本語で 

(1此種の形容詞も副詞的に譯すので誤り易 

い。一例な取って此価の關係も明かにしま 

せう 〇 Ŝi revenis sola.ご云へ［て、sola (［形 

容詞故文法上名詞のSiな形容す;Sここご 

むち。從って、負唯一人の彼なが歸って來 

た”換言すれば“彼女は唯二△ヱ歸って 
來た"ごなる〇 ŝi revenis soleざ云ふ場合 

に肚、副詞なちsoie (［勤詞のreveniのみ 

を形容すみの・が文法上の原則でめりますか 
ら・事實上 &nur revenis.さ云ふ意味に 

むろカゝ 强ひて譯せばSi revenis soleceの 

总味にしか取れません。此種の形容詞の丽 

に(［通常estanteか入れて譯す芒判り易く 

なります。

(d) kuraĝigis al........ 彼を肋まして....させ

ĵ：o此外konvinkis lin al........等皆其結果

も含んだ总昧になります〇ゝIi konvinkis, 
lin al】a edziĝo, kiun li mem ne volis.私 

は彼を說得して、彼自身す、まなかつ7:結 

婚もさせ仁。

(e) li iris mulespem (a)芒同じ〇

(f) tiel parolisのtielは・Kさ其他發音の 

出來なかったkonsonantojな僉音した事。
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モンマルトルの夜
【MONTMARTRE]

シュワルツ氏の漫談

Ĉu vi scias, kio okazas ?一Lonloi】, 

Nana, Dede kaj Zizi, carinaj noktu- 

linoj, kies nuraj nomoj estas tuta 
programo, tre serioze intencas ヾendi 
siajn peltmantel(>jn. Jeり tnte simple, 

・ por kelkaj biletaj ili nun lasos al 
brokantisto tiujn grafinajn vcstajcji), 
kiujn lastjare al ili pagis usonaj 
dolaroj. Aŭ svisaj frankoj ・ Aŭ 
anglaj funtoj・ Aii holandaj guldenoj. 
An germanaj markoj. Aŭ an ••••

Ĉar la atmosfero ŝanĝiĝis snr 

Montmartrca monteto. Post bomba 
festado nun tomba fastado!

La nokt-kabaredcĝ ne estas plu 
plenplenaj. Kaj se a n koran la 

pordisto estas ruso, la kelnero kalo, 
la dancistino hispanino, la violonisto

■
ĉeĥoslovako, la saksofonisto negro, •… 

la kliento estas •••• nnr franco. Banala 
franco.

Kaj en tiuj tempoj, kie ankoraŭ 

antanjare floradis lerte kulturitaj 

snobismo, kie riĉaj eksterlandanoj 

“studis” Parizon, kie konsciaj usona

noj fi fidele memoris Ia "(lry ?5-econ 

de sia libera respubliko drinkante 

nur la plej “ dry u cxtra-dry/? 

kie severmoraj angloj gustumis pien- 

buse Parizan diboĉon nur por sperti,
■ ・ 一・. ■ 4»^ «Bas • ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ R •

【註］Montmartre (!巴里に於けみ不夜城卽 

ち遊蕩迪域で戰後佛國のフラン貨の暴落で肚 

界各阈の粹人通人が札ビヲをきって暴れまは 

った所。锻近フラン貨の騰貴で外阈人が退却 

して靜まりかへってしまった。本文Ĥ!の事

何が起ったか御存じですか?ールルー.ナ 

ナ\デデ、ズイズイなんていふ可愛いい暗の 

女——二れらの名前それfi閤が全髓のプログ 

ラモなんだ——が人眞面目で自分の毛皮の外 

套を賣り拂はふさ思ってゐ3ん；:よ。そう 

た、めいつらは僅か少Lの紙幣が欲Iいので 

狡儁な古物屋の手におの伯辭令夫人用の衣裳 

な渡す/;らう〇 —その衣裳は先年彼女等の 

爲來國の弗（つまり來阈人の负負客が札ビラ 

花きって買ってやった意:が支拂にれたんだ。 

いや或しの枝スイスのフランで支拂（K1T:〇 

或ものは英阈の磅で.或もの仁和蘭のグルデ 

ンで。ドイツのマルクで。或ものは...

それにモンマルトル丘の空氣がすっかり址 

ってしiof:から'!ゝドンチャン騷ぎの後の 

墓場の樣なみち・めさ!

もはや夜の居酒屋耳滿員さいふわけにはい 

か耳。まだ門番はロシャ人でも、給仕人がイ 

タリヤ人でわらうざ、踊女がイスパニャ人で 

わらうこ。ヴァイオリン引孑がチェッケ人で 

も、サクソホニー吹き手がネグロ人ざして' 

•…•…お客さんは•…•…フランス人ばかりだ。平 

々凡々たちフランス人だ。

また巧みな粹人氣取りが花ざさき亂れてゐ 

た時分には…••…裕富む外國人が巴里な「硏究」 

してゐたし、心掛のよい米國人が最も「ドラ 

イjな「超々ドライ」の盃をかたむけながら 

口分の自由共和國の「禁酒國ぶり」をまへて
・・— --------------- —■•■■•■•■•V—■—

を輕妙な皮肉もまじへて述べたものでちみ。

dolaro弗。frankoフラン。funto砂。別卜 

deoo少ルデン（80錢位）〇 bomba爆彈で爆擊 

する様な髓しさ。festado ひ。tomba 
のやうむ靜寂な。istado精進（食事なごのき 



331

cu estas vere kion oni legas en 

romano, •— en tiuj temploj aristkrataj 

ĉampano kostas hodiaŭ 70 frank（）jn 

anstataŭ 20〇. Kaj se la lasta kliento 

ne baldaŭ multobliĝos kun kunikla 

rapideco, certe alvcncs la tempo, 

kiam senkcn^ola mastro denove cedos 

al postukj de l1 vivo kaj tiam eĉ 

—plena proletario povos por du f ran- 

ketoj akiri en mondumaj noktaziloj 

lioncstan（luonbotelon（la alsaca biero.
A
Ĉar amase la freindlandancj lor

lasis P arizon, k a uze d 〇 revalor i ĝo 

de P franka valuto. Kaj nur la 

fremdlandanoj vivigis tiujn kabare

dojn, kie komprencina polico toleris, 

kion aliloke severa kontrolo neniam 

sukcesis malbelpi. Tiu flanko de 

5ilontmartre nejiiam estis sj^ciale 

tranca. Gi estas internacia. Inter

nacia per sijg malvirtoj, internacia 

per siaj aisoroj kaj publiko. De 

Kra nenjo gi havas nur la vinon 

kqj neliipokritan toleremon.
A

Gi pereas. Kaj poste ?

Montmartre ne mortos, ĉar ĝi 
hivus aliajn flankojn pli interesajn. 

Sed eble（Is nun la nokto estos pli 

pura kaj la stratoj pli silentaj. Fine 

mi povos dormi seninterrompe ĝis 

mateno ・

Jiagmond pchuarzc
はめて筒略むろこさ）。snobism 〇氣ごろ二ミ， 

時流時好ね逐ふ事。u studin Parizon 〇 studi 

は皮肉っていったもの。fFfidele馬鹿去じめ 

に。＜Hy （sekaの意）は英語で酒氣のない二こ 

な力讨。“ di■严eco禁酒國ぶり（米國は禁酒

ゐ3 L.更風美俗の英國人が做底的に遊蕩娠 

も發揮して小說にで、ゐ;5爭が本當かごうか 

ん驗そうごしてゐる…••… 二れら貴族向の殿 

堂でシャンパンも二百フランの高値から今口 

は僅か七十フランになってゐる。そしてもし 

此頃の客がすぐにも脱兎の勢で激増しない限 

り仁めにれむ亭主は生活の婪求に讓歩をよぎ 

なくされそ:、ふさぎ二んでゐらプロレタリヤ 

さヘニフランでこの世界的の夜の透避所での 

半無のアルザスビールを傾むけ3峙がやって 

くるだらう。 f

フ7ンが騰貴い:ので外風人達は隊 

をなして巴里を退却 い:からだ。Kii二の外 

國人がこれらの居酒屋をさ、へてゐたわけだ 

—それで二、では警察も氣を孑かせて何事 

も大目にみてゐた・…•…こんな二さはご二でも 

いくら般重にしてもだめなものだが。

モンマルトルの二の力而（文まったくフラン 

スでも何でもない。それ仕全く國際的のもの 

だった。その淫蕩を以ても國際的て・ありその 

俳優逹並に氏衆を以てしても國際的であっ 

r:〇それ"フランスからた£酒ビ為善的では 

ない咒大も提供して貰ってゐたにすぎない。

今それ仁滅びようざしてゐる。今後は芒・う 

•であらう。

モンマルトル任尙ー曆興味の深い方面を多 

分にtってゐ3から決して滅びはしない。併 

L今後は夜任一層純潔なものになり街仁靜寂 

になるであらう。そしたら僕し朝迄おちつい 

て寢られみこいふtのだ。

{El Heroldo（k Esp.）
國だから）。u dry,,-an 4< extra-dry Mの意昧は 

判らむいが“ dry,r-an点皮肉って反對の語加 

用ひたのかご思ふ;“ext"・dry”は酒の名か 

ざ 思ふ〇 alsacaアルサス產の〇 komprenema 

わかりのいゝ，カンのい'。toleri我慢す。
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關東震災殃:死者名簿埋藏由來記
Pri la Deveno de la Enterigo de la 

Nomaro de la Mortintoj ĉe Kantoo-Tertremo

Jam pasis kvar jaroj de la tempo, kiam la granda tertremego kaj 
fajrego detruu la cefan parton de Tokio, ĉefurbo en nia lando. 
Sed ankoraŭ nun antaŭ niaj okuloj montriĝas neforgeseblaj terur;y 
bildoj de tiu tempo. Pli kaj pli rekonstruigas nova urbo sur la 
ruino. Tamen la animoj forprenitaj ĉe la katastrofo neniam re
venas sur la teron. Por konsoli la bedaŭrati?jn viktimojn oni kon- 
Etruis memorigan turon sur la sankta monto Koojasan. Koj sub 
ĝin oni enterigis la nomaron de mortintoj kune kun ĝia deveno, 
skribita de S-ro Hideĵiroo Nagata, Eksurbestro de Tokio. La 
teksto estas tradukita en Esperanton kaj anglan lingvon por kon- 
servi ĝin kun ĝiaj tradukoj por dek mil jaroj. Ni kun kondolenco 
publikigas hube japanan tekston kaj esperantan tradukon・

Kim. de Red.

大正十二年九月一 〇午前十一時五十八分關 

東地方に突發したみ大地震並に次ぎて起りた 

ち大火災は死者十离燒失戶數四十萬に達I洵 

に有史以來空前の慘事たり.當時余仕束京市 

長ざして市役所に在り.激震三回の後.餘震 

頻リに起りて市中の混亂は刻々に加はり、火 

焰四方な蔽ひて天口全く開く・薄蓉に及んで 

難を宮城前に避くる者巳に數十篦に逹し・市 

役所庭內亦立錐の餘地なし・余（工吏貝显督し 

て門内に天幕を張り應急の處置に務めLが、 

余の後方にに陸績ざして運ばれ來み火傷者の 

薦の上に橫臥して或は死亡し或は苦痛を訴へ. 

て呻吟するの聲耳底に徹し悽愴悲慘實に名狀 

すべからず\殊に其夜本所區被服廠跡に於け 

ろ約四萬に近き避難若（Ĥ天も焦す火焰の爲に 

悉く蛭殺せられ死屍累々ざして雨賠に委ね. 

臭氣日も追ふて如はり如何さ#爲すべからず 

當初余任成るべく屍尉を柩に納めしめて各々 

其遺物花存せむ爭を希ひ讥あし其現狀を見る 

に及んで止むな彳#ず淚な揮って卽時に之を火 

葬でべき事を決したり.而して之を行ふに任 

凡て彼間に於てせしが□數週餘に及ぴて.白

La grunda tertremo, kiu neatendite okazis 
en Kŭant〇〇-I)istrikto je la 58 minutoj post 
la 11-a horo antautagmeze en la l-a tago de 
Septembro de la 12-a jaro de lrusoo，kaj 
sekve aperintaj grandaj brulegoj mortigis cent 
mil personojn kaj forbruligis kvarcerit mil 
domojn; tio ja estas la plej domaĝa katast
rofo, kiun nia historio travivis. En tiu mo
mento mi, urbestro de Tokio, estis en Ia 
Urba Domo. Post tri grandaj tremoj, trem
etoj sin sekvis kaj momenton post momento 
grandiĝis Ja konfuzo en la urbo. llamo kaj 
fumo kovris ĉiun direkton, mai lu migante cc 
la sunon. Je 】n vespero kelkcent mil elkur- 
intoj rifuĝis en la placon antaŭ la Imperi* 
estra Palaco. Aakaŭ en la korto de 】二 I rbti 
Domo sin trovis neniom da vakanta loko. 
Mi instigis la oficistoj n starigi tendojn antaŭ 
la domo kaj respondi urĝajn bezonojn. Mal
antaŭ mi estis alportataj sinsekve brulantaj 
personoj, kiuj kusante sur matoj aŭ mortus 
aŭ plendas dolorojn kun ĝemoj, kiuj tiel 
terure atakis miajn orelojn, ke mi neniel 
povas ĝin esprimi. Cetere tiun vesj»eron ĉir
kaŭ kvardek mil rifuĝintoj en Hifukuŝoo-ato 
(la placo, kie antaŭe staris hi Milita ヽ©t- 
fabrikejo), Monĵo Kvartalo, estis ĉiuj morti
gitaj de flamoj bruligantaj la ĉielon. Ka
davroj sur kiiduvroj, lasataj al pluvoj kaj 
rosojf ĉiutage pli kaj pli rinicis tie), ke oni 
ne sciis kion fari. En lu komenco mi deziris 
enmeti kadavrojn kiel eble en ĉerkojn, kon
servante iliajn respektivajn restajoj ii. Tamen



333

骨丘を成し深更の秋天愈々澄みて黑悽高く，騰 

リ月明の下焦土の底に光れる隅田のホな隔て 

て冷風異臭を送り來るの光累匕眞に人なこて 

顏を蔽はしめたり.畏く t 皇室に於て任深 

く憐愍の情を垂れさせられ.十一月十九日始 

めて追弔の祭隹被服麼跡に行ふに賞り、兩陛 

'下を始め奉り各宮殴下より供物を賜仕り.殊 

に皇后陛下にに格別の思召を以て新宿樹苑の 

菊花な祭壇に供へしめられ幽香馥郁芒して靈 

前に薰り參拜の遺族等仰ぎ見るtの覺まず淚 

加垂れざちはなく、地下の萬彼し亦均しく皇 

恩の厚きに感泣せるを想はしめたり・高野山 

金剛峯寺□當時直ちに慰問團花組織Lて遭難 

堆ん訪ひ.余に謀りて映死者の分骨を持ち歸 

リて盛大なる供養を營み、又此靈地に於て紀 

念塔花建つ•思ふに洪大なら佛徳の冥護は是 

等不慮の天災に斃れかる訟靈の曳斛の憾みを 

慰むみ事を得んか.余昨春四月此地に來りて 

深く其美擧に感じ、更に死者の氏名を記むた

3 Ĝのみ塔下に埋めて永く亍、冥福な祈らむ事 

な念ふ.今に於て當時を回想すれば茫ごして 

皆夢の如し.死者果して何の罪業かある.生 

者果して何の功徳かある.余の如きも亦幸に 

天祐な以て斯身を全うし.生きて尙玆にあり 

死者の慘狀眼底に新たにして斷腸の念永へに 

去り難し.希くは幽魂靜かに此履域に鎭まり 

映らむ事む。

紀元二千五百八十六年

大正十五年九月一日

震災後三週年の日

前東京市艮永田秀次郞識 

rigardinte la staton ineni, mi decidis kun 
Jarmoĝ ilin tuj kremacii. Oni plenumis tion 
ĉiam en nokto tra pi! 〇! semajno. De la 
monteto de blankaj skeletoj suprenti gas 
nigm fumo alten en noktomezan aŭtunĉielon 
tre puran, ^fulvarnietu vento alblovas mai* 
bonodoron trans Sumida Rivero brilanta 
meze ile la ruinego sub la lunlumo. Cc tia 
sceno ĉiu ja kovrig sian vizaĝon pro teruriĝo. 
Nia adorata Imperiestra Hejmo espri iu is 
profundegan kompaton por la mortintoj. Ce 
la unua kondolenca ceremonio, okazigita je 
la 19-a tago de Novembro en Ilifuku-boo-ato, 
lliaj Imperiaj Mostoj Geimperiestroj kaj Ge
princoj donacis oferaĵojn, precipe Sia Impe- 
ria Mosto Imperiestredzino kun speciala ĝuu* 
tileco oferis al la altaro krizantemflorojn el 
Ŝinĵuku Imperiestra Oardeno. llia bonodoro 

ĉirkaŭsbebis kaj ĉiuj restantaj familianoj de 
la mortintoj vole-nevole larmis adorkliniĝ- 
ante antaŭ ili. Ŝajnas, ke la animoj subteraj 

same dankploras pro la afabla boneco de la 
Imperiestra Hejmo. Kongoobuji de Konja- 
san (Budaisma Templo), tuj organizinte 
konsolantaron, sendis ĝin al la domaĝa teri
torio kaj post la konsulto kun mi kunportis 
partojn de la skele toj de la mortintoj al sia 
monto por okazigi solenan servon por ili. 
Krome oni konstruis ĉi tie sur la sankta
monto memorigaj】 turon por la mortintoj ĉe 
la neatendita katastro^). Uia senfina bedaŭro 
espereble estu konsolata de la grandioza beno 
de Budao. Mi venis ĉi tien en Aprilo de la 
lasta jaro kaj estis tute kortuŝita de la gankta 
entrepreno. Tiam al mi venis ideo aldone 
enterigi la nomaron de Ia animoj. Nun 
reineniorante tiujn tagojn, mi kvazaŭ estas 
en sonĝo. Cu Ia mortintoj havin iun ajn 
pekon ? Cu Ia vivantoj havas iun ajn me
riton ? Mi, miaparte, tute feliĉe min savis 
dank, al Dio kaj nun vivadas. La domaĝa 
sceno de la mortintoj denove min turmentas 
en mia imago kvazaŭ por eterne. Elkore 
mi e^peraf?, ke la b<xlaŭrat:y :mimoj trankvile 
spiradu en tiu ĉi sanktejo.

Je la l-a de Septembro de la 3-a jaro 
de TaibOO (la 2586-a jaro de Jinimu Erao), 
Ja tria datreveno de la tertremo, skribas 

llidejiroo Nagata, Eksurl)estro de Tokio.

(Espei-antigita de Masuzo Inoue)
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Zamenhof 0著書より

2 ］ 松本清彦

二三の實例ね提げてtrafiの用法を研究し 

ませう。

a) La unua doloro, kiu trafis la ĝis tiam 
sennuban vivon de la bela, gaja kaj vigla 
knabino, estis perdo de la patrino.〔譯］美

L＜陽氣で快活な乙女の其時さ云ふ其時迄蜃 

9無い生涯に囲った(険影な投じた)最初の惱 

みは母な失った事でした。(P・14)
b) La sorto, kiu ŝin trafis tute ne estis ia 

sorto escepta.〔譯〕彼女の逍遇S運命は別 

Iこ例外的なものではなかった。(P.17)
以下便宜上他の書物ĥら引用します。

c) Ia nova verko trafis bonan akcepton.
〔譯〕彼の新刊書技好評嘖々たるものでおっ 

た。.. .... .

(1)Kelkaj trafis en la manojn de la polico. 
【譯〕或者達は警察の手に渡った。

e) La veturilo trafis en la kavon.〔譯〕車 

□凹地へ落ち込んだ。

此外にもまだtrafiの塑つア:使ひ方が多々 

ある事さ思ひますが、要するにその孰れな取 

って見ても元來の意昧.~命中する、中ち~ 

花場所々々に應じて面白く使ったに過ぎはも 

のですから.よく Zain.の用例を學んで.此 

活用範圍の廣い然もnuancoに富んだ言葉を 

生かしてゆき度いものです。

3〜目當さすゝ照準ざす。此言葉は名詞 

(celo)さして用ひられる場合の方が多い樣で 

マがゝ動詞に用ひた二三の例花擧げれば
a) Ŝi penis certigi a】 si en la animo, ke la

kanteto celas ne ŝin,-........〔譯〕彼女［工自分が

其小謠の對象になってゐちので仕ないのださ 

心中獨り定め込んでしま(工うさ致しました。

. (心)
b) En la larĝaj, belegaj stratoj, homoj 

ankoraŭ iris, veturis, celis plezuron, •….〔譯］ 

廣くて茨いゝ街々には未だ歩いて行く人々や 

乘って行く人々.歡樂空めて行く人々が居 

りました。(P・18)-:
又例へば Ŝi instinkte ekrimarkis, ke ilia 

interparolado edis ŝin mem.〔譯〕彼女(I 直 

感的に彼等が自分の事も話してゐみのに氣付 

きました。の樣な場令にceli (I •・・・・•・•, ke ili 
interparolis pri ŝi mem む芒より面白い役目 

も術めてゐるざ思ひます。

(5)數量的差違に關するpe『の用法

これ(I例へば「私よりは彼の方がニ歳だけ 

年上だ」のたけに槪當する字むperで表はす 

様な場合です。普通數屋的關係は目的格にす 

るこざに依って簡單に表はされますので兎角 

n 一天張りになv;勝ですが時にはperの使用 

も惡く,“ない;i思ひます。

a) Tio estas mia kuzino, malpli juna ol mi 
per kelke da jaroj.〔譯:!めれは私より五六 

歳年下の從妹です。(P・113)
b) Tiuj personoj forte diferencis inter si

的血aĝo,.........〔譯］それ等の人逹は年格

好がひごくちがって居りましĴ;〇 (P. 23)

(6) porミkontraŭ壬に就て

P" (I proざ相竝んで種々な場合に使用さ 

れ、比較的まぎら任しい前置詞ですが.今其 

中てゝporざkontraŭが■変換空義味12使用さ 

れみ用例を揭げ・之に就て卑見を述べませう。

La juna vidvino por la iom da
kiuj restis al fi, aĉetis iom da butero,
〔譯〕若い球婦厲殘ってゐた僅かの型込世 

して、少匚許りの牛酢む買ひ求めました。

.・ ^ (P・ 70)
b) Post kelke da tagoj ŝi jam ne havus por 

kio a曲 nek tagmanĝon por vi kaj por d. 
五六日も經てばお前の爲にt 口分の爲にも畫 

御飯も買ふだけの・のさへなくなってしまふ 

だらうよ°(P・44) . .
por kio aĉeti........ (I、それを渡して買ひ求

め得ち所のもの・さ云ふ焉;昧で•佛語のde 

quoiが二れに槪當する樣に思はれます。又 

此種のkioの用法任Martaの中にも所々に 

散見します。

Ili ne havas, kion manĝi, ili ne bavas, per 
kio hejti la fornon........ ・彼等は食ふに食ふ物

もむく.爐に炬く物もない仕末でし了:。

(P.1!め
上記のporの用法仕左程目新しくもめりま 

せんが、kontraŭ花porミ全く同様な交換的 

总味に用ひた例は少くさも私達若筮には珍し 

いものです。この用例"便宜上Fabeloj de 

Andersen, Voi.Iより引用lます。

Sur la returna vojo li renkontis du lernej
kamaradojn el pli alta klaso, kiuj aĉetis de 
li la birdon kontraŭ kelke da spesdekoj.〔譯〕 

帥途彼は上級の舉友二人に出會ひました、其 

二人は例の小島を五六錢で彼から買ひ取りま 

し T;o (P.89)O .
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單語研究雜話川崎直-

43. Vortaro （續き）

それから kunmetita vorto の多い Millidge 
0エス英,簡單て'・新昧のあるBenncrnannの 

エス獨,フランス語のdelikata nuancoな心 

にくきまで traduki じた Grosjean-Maupin の 

佛エス，語數の多いしongの英エス,口本の 

書者仲間にもてはやされていみChristaller, 
Bennemannの獨エス，皆信賴すべき一流の 

著でちろ。 ;•

最新刊の AViister, Zamenhof-llati ika ro は 

oficiala 以外の Z. radiko ミ Krcatornafio, La 
Esperantidoに出了:すべてのradikoを集めて 

その出典む示したものでわる。ニれで見るご 

japan'以外にjapon,が大分使われた專がわ 

から〇 Neoficiala radikoの研究に任もってこ 

いの著述でおみ。

44. Propraj nomoj.

ちょつき考丸る壬極めて簡單だが,深く調 

べれば調べる程難しくなるのは發音芒固有名 

詞の問魁でわる。Esp・のalfabetoで發音通 

りに書き直す方法もごニまでも押通せ低よい 

さ言う人もめるかも知れないが‘Londonoや 

Amerikoの場合のように，いつもうまく® く 

ミ思ったら大間違リである。Oserがフラン 

スのAuxerreなŬajtがイギリ九のAVight 

transskribiしたものだ“二外國人任おろ 

か,本園人で,恐らく見當もつくまい。ざい 

ってAuxerre, AVigbt等ごその儘で文章の中 

へ入れられるこ外國人はそれをどう讓んで/ 

いか大に困み。二んな場合には面倒くさいが 

Auxerre（oser）のように prcksiDiunia elparolo 
なつけておく事にしたい。「丁度我々が人類 

のすべてが各々の國語ご共に國際語な話す様 

になるのか理想さしている如く,すべての固 

有名詞がnacia fornioの外に必ずEsperanta 
formoを持つ時代が來た時にこの时題は徹底 

的に解決せられみ」ざCar!がしiteratura " 
formilo （Ilirt書店發行）で言ったの（1尤でわ 

ろ。一口も早く二んな時代が來てほしい。

Gaston Mocb （Mok ざ馥音する），Pri la 
Transffkribo de la Propraj Nomoj |1（I Moch, 
jZakrzewski, Scbrdder の scienca studo 芒 

Mocb, Scbroder, Bein の propono にか' ち 

listo de geografiaj, lustoriaj kaj j）ersonaj nomoj 

がのっている。

イ 5. bibliografio.

Esp.書のbibliografio （書籍解題）;iしては 

Davidor のこ Esperantista Centra Ofie可〇 の 

ミが有名であろ。DiEdorさゆう人はおよそ 

Esp・に關係のあるものなら本、雜誌等から宣 

傳ビラに至ろめらぬるしのな集めたロシャの 

銀行家である。後者はdecimala klasifikoに 

よって分類しておる〇ニのdecimala klsifiko 
なごのようにEsp.書に應用すべ3かも示し 

了:本カヾ The British Esperanto Associat on か 

ら出ている。

46. konkordanco.

t し Zamenhof の使った radiko, kunmet
ita vorto, frazo等をその用例ミ共に全部集め 

Ĵ： Zamenhof Vortaroが出版されたらEsp.硏 

究者のうける便利は實に大^な10；;ろう。

現在で任Z,の著作の一部分な取扱ったも 

のしか出ていない。先きに紹介しア:Zamena 
hof-raciiharo の外に（文 Wackrill, ZamenJioĵaj 
Vortoj ざ Boulet, Du Mil Novaj Vortoj がめ 

Z 〇 AVackrillの本（二 Ekzercaro^ llavdcto, Fun
damenta Krestomatio, Revizoro^ llabistoj |二あっ 

・て Universala Vortaro I二ない吉葉な》集めたも 

のでわる〇 例:cirkumdtr l^ab 17,19: ini 
per stranga okazo estas jam antaŭe cir加mci- 
dila. Bouletの方にZ.の苦おから拾った單 

語に佛英獨西伊露波の薛を與えている。例: 

poeni'K.（ «Krestomatio） p. 305 1.（=linio） 
17—poĉme ] poeni j Dichtung j jx）ema ' po
ema \ゝ poema | poemat・ （Univcraala Vortaro 
の單語だけに各國語の譯をつけたtのは聪 

tien, Naŭlin（/ia Etimologia Leksikono でわるが 

Bouletの任此本の級編の樣なIのでめみ）〇

Konkordanco （要語索引）には出版されたも 

のに Ekzota）'〇, Sentencoj de &loniono,原稿が 

•出來てはいるがまだ出版されないtのにMa
rta がわら〇 Ekzei-caroの例をだすご:FACIE 
.------ oni forgesas facile,18,19; Dio facile par
donas, 22, 4 ; povas facile malvarmumi, 42,
11.卽ち facile （1 Ekzercaro の第18章19,第 

22章4,第42章11の?箇所に見龙ていら事が 

わがみ〇. 丁 ，

單語の意昧を深く調べるのにはvortaroの 

定義だけでは不十分.是非文章の中に使われ 

た實例も見なければならないが.その時に以 

上の書が役に立つ。
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和文エス譯添削欄

〔第

1. 彼は金を盜んだだけならまだ 

しも人殺しさへやったのだ。.

Li ne nur stelis monon, sed （ankan） 
mortigis homon.
これ（エ ne nur........ sed ankaŭ （又は ne sole

.........sed ankaŭ）の練習ざして提出し'T：ので 

す。ankaŭは略してもよいのです。人殺しも 

faris hoinniortigonざI 了:のもわるが誤で（エ 

ないが重苦しい〇 murd!な使はれた力t二三 

ろったが.これは慘殺の意昧でmortigiより 

もずっさ强い意味になる〇 ne nur........eĉさか

........ ankoraŭさかあつ化が之でも意昧はこれ 

ないこざもなかろうが上の慣用句も用ひろの 

がよいのである。

2. 彼に比べて私は彼女を餘計に 

愛してゐるつもりだ。

Ali kredas ke mi amas ŝin pli 
multe ol li.

kredas （X opinian, pensas でもよい〇 又 mi 
estiis certa, keなごし血白いさ思ふ〇全然同 

ーではないが上のH本文ではごうミでもされ 

ろから。「彼に比べて」ご書いたの厲liが主 

格ご同格でめる事をしめすためである。私は 

彼女XV） t彼も餘計愛す、さ云ふ日本語マけ 

mi amas ŝin pli multe ol li こも mi amas Sin 
pli inuite ol linさもごちら」ニもされろから〇 

ini sajnas umi Sin pli ol liざいふのがあった 

が/ くない。

3. 出あひ頭に口論をおつ始めた。 

Tuj kiam ili renkontiĝis； ili komencis
disputi.
出合任すや直ぐにの意故tuj kiam••……e 

し Ĵ;〇 tuj kiam........ili renkontis sin reciproke
さかili renkontis unu lu alianさ してもよろ 

いゝが二れも簡單に表（Iすためrenkont,iĝ,i 
芒しまし 1-〇 tuj kiam komencis disputi, ili 
renkontiĝisさいふのがありましたが二れでは 

「口論を始めろや否や出合つfijeなって滑稽 

です。又apenaŭ 4»使つ化方も大部あったが 

tuj kiamよりは時間的關係がもつミ切迫して 

ゐろ梯に感ぜられます。つまり亶土か會直り 

中にの意味になります。無謚二れでも差支あ 

りません。. '

二 回〕 編 輯 部

4・一本（洒を徳利に一本）ひつか 
けたにすぎないのさ。 ;•

Mi trinkis nur unu botelon da 
vino （又は sake'〇）.

すべて「のむ」こさはtrinkiです。drinki 
芒はalkoholaĵoをtrinkiしてのんだくれろ 

事です〇それ故drinki vinonごいは20が普 

通〇 nurの位置が色々でしたがunu botelon 
の前が適當〇 trinki unu botelo da vinon ざ 

し;r人があったが大まちがひです。酒をひっ 

かけるな verŝi unu botelon da vinoざした 

人が三四人しおりましたが、ニれは日本語の 

直譯から來み大きな誤です。

5.用があったらいつでもよんで 

下てい。

Alvoku min, kiam ajn vi bezonas 
n】iu・
vokuでもよい〇 kiam ajnの次はvi havas 

aferon je mi 'でもいゝでぜう 〇 Kiam ajn al
voku min ĉe okazoごいふのがあったがkiam 

やkiam ajnの用法も全くはきちがへてゐろ 

機だ。「kiam或口 =何時でも」ざしてビニへ 

でし自由に使用してはエス文にならない。. 

Kiam ajn........ Ĵ〜 ~ミいふ風なの（I公式さ

して全體をおぼへておかり（てむらない。さか 

くい、加滅に諳記して花くざいつまでア:って 

も上達しない。

6 .昨晚は試驗勉强で夜通しした。
Mi maldormis la tutan lastan nokton 

por prepari ］）or la ekzameno. 
讎ないでおきてゐる事をmaldonniさいふ. 

のです〇 lu tutan nokton 一晚中〇 血

いれて昨晚一晚中の意芒しまCT:〇試鹼勉强 

0 pro la studo de P ekzameno ミし 7:のが 

多かつ化がこれでは試驗ざいふもの、硏究ざ 

いふ事で試驗徹廢のためお役人がekzameno 
芒いふもの、studoのためにするstudoの樣 

にもてれない事が“いからprepariざし？： 

（勿論二れでt試驗官の方にもされるが）方が 

お仁やかだざ思ふ。tranoktis la lastan nokton 
芒いふのし大分あったが、これで（［夜通しし 

た意味にはならないc tranoktis （I pasigis la 
noktonの意味で普通泊った場合に云ふ。夜通
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HI maldormiでむけれl工だめ〇 Zamenhofa 
7X esprimoで次の槎にエス譯しても面白いさ 

思ふ。En la daŭro de F tuta lasta noktof 
mi sidadis &upcr libroj por esti preta al la 
ekzameno.

7 •何か腹痛にきくよい藥を御存 

aじあbませんか。

Cu vi ne scias iun bonan medika-
menton por vontrodoloro ?

medikamenton efikan por........ さしてもよ

V'〇 iun隹iuご主格にし了:のが多かったの 

は遺隱〇藥をmedicinoざしたのがわったが

medicino は醫學で集で任ない。 （英語こちが

8. 御は堂樣によろしく御鳳聲願 

上候〇 •

Transdonu mian koran saluton al 
via estimata patrino・ 
上の樣に譯すみのが最もよい。（直評すれ 

ぱ私の心からの挨拶もあなたの尊敬する御吐 

さんへおったへ下さいこむる）〇 Mi petas vin 
diri al via patrino pri mi.さいふのがあった 

が□本語の直薛でよろしく御鳳聲の意ごけな 

らない。私の事もお母さんに話して下さいざ 

いふ意味になるだけです。

9. 下女が障子の蔭で秘密話（會

話）を立聞した。 ・.

^Malantaŭ la skreno la servistino
subaŭskultis la sekre t“n iu ter
paroladon.
障子4・かりにstrenoミしておいた。ぬす 

みき く 事を subaŭskulti さいふ〇 !a servistino 
steraŭdis en posto de la skreno la nia kcn・ 
versarionミいふひごいのがあったがrざ! 

このまちがひはずいぶん多い。名詞がH的格 

でその形容詞がそのまゝになってゐるのなご 

tう少L應蒙される際に氣もつけて誉いてい 

丫:ヾきたい。必しも六ヶ敷問題に明答なださ 

れなくて結構です。もつさやさしい所で誤の 

多いのを遺憾さすみ。

10.走ったり步いたりして歸って

した。

Jen kurante, jen 
revenis he：jmei】・

marŝanto, mi

kurante aŭ inarsanteミか、れたのもあり 

まL7:が二れで任十分上の总昧がでない。

jen•……jenが最もビッタリミめてはまる。

11・何がおかしくって笑ってゐる 

のです。

Pro kio vi ridas ?
Je kio ••・•••••? XII Kion ........7でもよい。

Kial vi ridas ?でしまちがひで仕ないが一寸 

意昧がちがふ〇

12. 申し兼ねますが水を一杯もっ 

aて來て下さい。

Cu mi pc;vas peti viu ke vi 
alportu al mi glason da akvo ?

Pardonu min ke........ さ い:人もおみが工

ス語ではpardoni （!主さLて惡い事を い:時 

か失禮な事なした時にゅちLを乞ふのに用ひ 

ろのが酬通であるから二、なごで任っかはな 

い方がよい过思ふ。

13. あなたはぎなわ樣でございま 

すか。

Al kiu mi havas la honoron 
alparoli ?

Kiu vi estas, sinjo ro ?でし差支へ（二ないが 

多少不丁寧な云ひ方である。上の桂に云へば 

丁寧ないひ方になる。（直譯マれば私は一9S 
ビな沢様に詁しかける光榮ももつのでござい 

ませうご云ふ事でつまり私は今ごむたにむか 

って話してゐるのでぜう御名冊を御やかぜ下 

さいの意である。）

14・あなたにおちかづきになるこ 

ごは大變なよろこびでござ'いま 

す。 ............

Al mi estas granda ĝojo konatiĝi 
kun vi, sinjor〇.
上の文でkon,at,iĝ,i （kun vi）が文の主語 

'であみ。曹通の順序にすればKonatiĝi estus 

gr. ĝojo al mi.さなる 〇

15.不意に一つの人影があらはれ 

て彼女をさらってゆきました。

Subito apelis unu lioma figuro kaj
sin forkondukis-
人影をombro de hornoざ譯したのがめっ 

仁がそれ找日本語の直譯でH本語の人影e IX 
人の姿の事でombroではない。さらってゆ 

く （I forlogi, forrabi, forkaptis でもよい〇

★第三回課越じ第十號275頁にあり★
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La Faraono
【泰西エス文茲梗槪紹介】

23-前述のifi vj Ramzes (1謹愼の意を表 

して蟄居こて居ち。母后NikotlLsざHerhol 
は或日舟なナイルに浮ペて、Kamzesの隱棲 

して居るSaraのbienoの近くへ漕がせて來 

る〇これ在・見てRumzesは自ら小舟在・おやつ 

りSara范乘せて.母后の舟に近づき、竪琴 

にあはせてSan!に歌仁しめち。母后Nikotlis 
Saraの美聲を感嘆して居ちがHcrhol 

はその歌が・帝王ミĉefepiskopoの外は聞くこ 

芒さ龙許あされない秘密の祈禧歌でわらコミ 

な知って居るので、急いて•舟を潘ぎ戻らしめ 

て歌を開炉なかったここにしてすませら。若 

しそれが叙れわたったら.Saraは否應なしに 

blasfemoさして重い處罰】を受けなければなら 

むかつ化が■Merbo!は好意で此事も不問に 

附す二芒にしたのである。此FI Herhol(I 
Saraか旣にBamzesの種子なやご1て居る 

こさを、母后Nikctlisに耳うちして.二人 

は若L男チが生れたら・之なユダヤ人の王に 

爲やうご相誤す〇〇ミニちがKamzcs 口身は 

またSaraの姙娠1たニミを知らないっ

24. Ramzesの謹愼の誠意は遂に認められ 

flo父王炉阈內巡視の踊途のお出迎への對面 

の節に、Rainzes(x Vic-reĝo さして malsupra 
Egiptoの統治權ごMemfisa Korpusoの指揮 

權も與へられた。彼の永年わ二が紅て屈た地 

位が天隣ったのでめろ。その喜ぴは感謝の淚 

ざして父王の滕の上に注がれた。彼はまた此 

事がIlerholの好意おる取りなしによる二过 
な感知して、深く Herholも徳さすみ。

25- Kamzes は Vic-reĝo 芒 Iて、最初の 

數日間でヘトへトになってしまふ。無數の人 

が、めら®み階級の役人.外交官.人民に至 

みまで、彼の面前に出て祝辭を述べる、訴へ 

事をすら过いふ調了、彼は全くポーッさなっ 

てしまふ。其處へMerbolが出て來て・帝王 

舉を仕込む。『如何に精力絕倫の人間でも、 

無數の人民の個々も相手にして政治ね行ひ得 

おもので([ない、その爲あの政治組織があち 

のだから.それを總攬すらのが最高の地位に 

わ;5もののなすべきこさだ制…暗にKanizes 
が直接人民の苦しみも救助Iやうミした行爲 

も子供らししなめながら、政治の耍諦 

な敎へる。Herhol(て云ふ『エジプトが他の

[2] 曾 根一郞

國々にまさみここち任・つまりその組織にち 

み。ビラミッドは此の組織な形象にあら“し 

たもので・显頂點の一人が最下の總べてか統 

べ治むちここ花示Iたものでちる』云々。

26. Eamzes "又父王からt帝王學な授け

られろ。そして國庫の歲入が坪々滅少I. 一 

方歳出が年々增加するので.非常な危機にろ 

るから・お前によくその同由な實地に探驶ぜ 

よざ命ぜられろc Rumzcsは命な奉じて各地 

方な巡視てい 役人共は彼の目さ耳さな覆ひ 

かくむて.滅實を見せまいさする。一方では 

盛大なる宴會を催I.美姬も侍ぜしめて心を 

その方へ傾かIめようざマろ。ここちが宴た 

けむはにして一切の燈火を消し、淫樂の天國 

を現出して屈みは、突如芒して“VioreR- 
•…Kamzes........ ''过連呼しつつ暗黑の宴席へ

浸入して來ろ怪漢がめち、女の叫ぴ聲、器物 

の破れみ咅すさまじい間にやつこ燈が點&ら 

れて.件の怪漢はぜらへられ亢。Ban.zesは 

美姬も左右に擁しながら、怪漢にその不作法 

も診問すみ。怪漢は賓は直訴人でわる。彼は 

人民洽炭の苦しみな直接Bamzesの耳に入れ 

んごしたのであら。Kamzesは之もきくさ同 

時に、その淫秦の宴席も去る。そして明日め 

らためて詳細に下問すべく、役人の手に直訴 

人をあづけるcミニろが習•朝までに(二直訴人 

は旣に毒殺されてしまひ.bamzes (!遂に直 

實の前に明盲にされてしまふ。Hamzesの不・ 

機嫌をなほすす:めに、Nomarĥo(X花を盛った 

黃色の舟型の乘物に美しき娘を乘ぜ・Ra,nzes 

の寢室の屋根から天降らせる。Kamzesは此 

天降りの美女が一夜の枕席に侍しての口說き 

おざIに(二・難なく降參してしまひ・直訴人 

の壊し7:器物代まで御手許金から辨償してや 

ろ。
27. -S5 Kamzesには二つの性格がちって 

時ざ場合によって.隨分馥むこざになみ。彼 

は一而非常に豪會む;さが好きであるかき思 

へI匚一面粗衣粗食まったくの一兵卒ミ同樣 

な衣食に平氣で生きて居み。彼は人氏の生活 

な豐富にしてやるご同時に.常室の寳庫を充 

實させやうざして居ろ。然して彼には歲入の 

增加をはかる道は.唯一つAsiria 4＞征討・し 

て.巨德の財寳ざ幾萬の奴隸な拉し來る外に
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方法“ない。此點がHerho!等の平和論者ミ 

cu•うしても相容れない。

28- Asiriaミの國境を守備して居る老將軍 

Nitagerも又Ramzesミ共にAsiriaも征討C 
讥く脾肉の嘆ももらして届ら。此の老若二人 

の意氣が投合して結び付いたら、戰爭はビう 

Lても避けみこさは出來なくなるであらう。 

Pastraro仕此事を最大の頭痛に病んで居;5。

29- Asiriaの方では若きRamzesの資性 

の英邁なみニミ■老Nitager將軍の恐るべキ 

智勇でも知って居るので.何さかして戰爭を 

避け.平和的鼓爭のうちにEgiptoを駆倒 

してやらうミ云ふ考へで居る。そこで傑僧 

Beroesな密使さしてEgiptoのlistraroの 

主惱者で秘密條約を締結せしめる。

30- Beroes （Ĥ奇陵を演じて.Ilerliolや 

Mefres等な信服せしめる。その秘密談判の 

席に任Herho!の秘書Pentue!も同席して居 

〇 Beroesは彼等三人を説伏1て十毎の平和 

ぶ約せしめる。彼等はごうも天文上來るべき 

十年問はエジプトの上に非常な危機が迫って 

居る。斯がる際他國さ事もかま龙みのは自ら 

進んで國家も滅亡の淵に投げ込むやうなもの 

だ。さすっかりBeroesに脅かされてしまふ。

31. そこで來ろべき十年間にエジプトの 

国勢を挽回すべく. Herhol（!自らは政治及 

ぴ軍事の總括にあたり.Mefres して宗敎 

的に國民精神を統整せしめ、Pentuelして 

大いに民の福利を增進すべく努力せIめる事 

にする。

32. 畫がBeroesの云ふ天文に現はれた工 

リブトの危機（I. Kli Asiria が Fenicia 
も手に入れるために必耍な期間だけ、エリブ 

トが橫槍も入れたり背後から摑みかかって來

たりしないやうにエジプトの兀穗の爪も封す 

み了:めの策略であったのだ。

33. Ramzes任父王から命ぜられた國庫歳 

入滅少の眞因もごうも思ふ樣に調べ得ないで 

困って居たが・寺院に於て苦行を積んだ後僧 

侶から敎へてもらふ:1さになった。その僧侶 

tt Pentue!でめつ亢が.彼は種々の圖形を利 

用して古今のEgiptoの貧富の懸隔狀態を了: 

くみに說明し.Egiptoが今日の如く貧乏し 

て居おの（二偏にFeniciaのprocentegistoの 

ためであるご結論した〇 Ramzesも心ひそか 

に自分がDagonから山の如き借財もして居 

あここ加はち•て居る。

34. 然るにFenicia人等はカビたのむ 

Raezesに見（［なされては堪らぬ、Kamzesが 

見はなせば.彼等は:一たまりもなく僧侶及寺

院の手で國外に掃き出されてIまふでめら 

う。そこで彼等は最も巧妙な方法で再び 

Ramzesに取り入る工夫もする。

35- Saraは男の子を産んで、Rainzesの居 

る宮殿の中に移り住む。Bamzea任子供の愛 

にひかれて萬事を忘れて居み。處が或［J宮廷 

の役人や兵士や女官等が給料不拂のために騷 

いで居る二きを聞かされ、再びTutmozisを 

使ってDagonな召し寄せ.御用金も命じゃ 

うさすみがDagon （IĴ： メソメソ泣く か 

りで.自分のかけりにHiramを推薦する〇 

Hiram （!非常な策士で.大金花立ち所に御 

用立てすちのみならず.BeroesざHerho】等 

の密約も探ぐり出して;Ramzesの僧侶等に對 

する激怒なおほり丫:てる。

36- Kamzesは初.寺院に於けろ苦行中に 

見せつけられた種々の二芒も奇蹟芒信じて. 

此の奇趾を行ひ得る僧侶の力を恐ちべ》しの 

ざ思って居たが・Hiramが此等の奇蹟をす 

っかり種子わかしするので・彼厲ますます僧 

侶の奸佞邪智を憎むやうになる。その櫃子あ 

かしの化めに Hiram （X BamzesをFenicia 
人の信仰すろ寺院に招じたこさがおお。そこ 

でRamzes任二人の人物に遭ふ。一人（［ギ・ 

シャ人しikonで、彼はその寺院のkantisto 
であみ〇 一人はRamzesの若い魂もふらふら 

ささせた美しき若き尼僧Kamaでわ;5。

37・ Kama （I fenicianino で、かつて 

Pagonの使ざして.Bamzesの前で「御怒り 

拂ひ」の舞を韓:つ了:女でわるが.その時に（エ 

まろでBamzesの目の前を影の如く通り過ぎ 

たに過ぎむかったが.今“毎の刺のやうに 

Bamzesの心!8!に突きささったのだ。Kamzea 
は月夜ひそかにKamaの住む寺院のほ过り 

むさまようやうにむつ了:。Likon （I kantisto 
であるが、心からKamaも愛墓して居る。 

そしてしikon 厲その身長から相貌身振りの 

末に至ちまでRamzesに生き寫しである。そ 

こに運命の悲劇の楠子"務されて居たのだ。

38- Fenicia人等はしきりにRainzes対» 

動してAsiria征討の軍を出さしめやうさす 

あし、Pastraro （工何芒かしてRamzesに巒を 

（よませ・Fenicia人等を國內から拂き出さう 

さして居る。そこで相互にしのぎむけづって 

策戰の妙花竝ふ二"こなろ。过ニろが此時 

Libiaこの國境が騒がしくなって來た。父王 

Bamzes12世は老衰いよいよ其度が加はっ 

て・何時如何なみ事にむるか、换想がつかRさ 

いふ有様であち。

（つ£く）
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新刊紹介

【BIBLIOGRAFIO] :® 眞 道

★HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO, de 
Edmond Privat,13x 19 cm., p. 200, prez. 
1ヾ m・ 6, eid. Ferdinand Uirt & Solin E-to-Fako, 
Leipzig Germanujo,1927.

「ザメンホフの生涯」で有名なPrivat氏の 

近若〇エス語發表以來1900迄の歷史は第一 

卷さし出版され・之れ仁それにつぐ第二卷で 

める。1900-1927のエス語の歷史を記述した 

tので氏獨特の妙筆で機微むる批評を加へて 

ろる。二十世紀に入って西歐各國に於ける普 

及の有槎、第一回の萬國犬會よりフ•一ロ ーニ 

ュの宣言、言語委員會設置等より鉅を起して 

各人會の模樣、U.EAの創立さ世界大戰前後 

の變轉に及び、績いて學校敎育へのエス語の 

採用よりK.K.の設立、商業上の活用.更に 

勞働者へのエス語ざS.A.T.の奮鬪・國際聯盟 

ミの關係.ラヂオへの應用、科學ミエス語・ 

風際勞働局及萬國電信同盟ミエス語、夏期大 

學等最近迄細大褊さす記述し盡してあみ。最 

後に文學上・言語進化上より論じ最近のエス 

語界の問理たる力言壬の關係.英話ざの僵劣 

問題、等に及んで結尾せられてある。各部分 

の批評に就ては同氏の見解必ずしも妥當ミは 

云ひ建いが其材料の豊富なるざ要領の良いの 

ごけ全く近來の名著でめる。裝釘極めて美麗 

以て其內容に錦上花も添へみものがあみ。何 

人も必携の書でおらう。

★ AŬSTRALIO, LANDO KAJ POPOLO, de S. 

Delsudo & Lauri La iho,15x 22 cm., p. 94 
kun 31 tutpaĝaj ilustraĵoj & 1landknrto, 
prez. Rm. 6.50, eid. Rame kiel supercitita,
1927.

潦洲も紹介Iた美しい本で三十一枚の寫眞 

ミー枚の地圖によりその全土を遺憾なく紹介 

してめろ。著者の一人は同地に永住せあ外國 

人で他は土着の滚洲人であって最I公平なそ 

して正確な風土記でおる。其周圍.內部、風 

怡習慣.生活狀態、政治.宗敎、移民・發見 

及探險、等各方而に亘って詳細に記述せられ 

最後に各方面の統計が載哎られておる。案內 

記的にならす極めて上為にそして學間的に出 

來て居るのが結構でめろ。

★ZAMENHOP RADIKARO, de Eugen Wiister, 
IS x 25 cm., p. 84, prez Km. 6, eid. sam^ kiel 
supercitita, 1927.

"Enciklopedia Vortaro E-ta-Gennana "編 

篡中の碩巒E・Wŭster氏がザ博士の著書中に 

現はれたneoficialaな語幹も蒐集分類して其 

出典も明確にしT： tの。非常な努力ざ根氣ミ 

花以て完成されたLので此種の方面に趣昧む 

有する!ingvistoには有用な書でめ“

★RADIO POR ESPERANTISTOJ, (Internacia 
Radio-Revuo.), 15x24cm., p. 172, eid. Etienne 
Chiron, 40, Rue de Seine, 40, Parizo, Fran- 
cujo,1927.

lnternacia Radio-Revuoの昨年度分の合本 

でちって全篇ラrtli關するニさなエス語で 

書いてある。アンテナーの張り方、受信器の 

優劣等の理論的說;明から各國ラチ亦界の狀況 

等內容極あで烈富であみ。ラヂオファン諸君 

必携の書である。 …

★POLLANDO KAJ ODANSK (DANZIG). (Ilu

strita gvidlibro tra Pollando kaj Danzig), 
12x 18 cm., p. 112, eki. de Pollanda E-to- 
Delegitaro, K rako w, Bolujo, 1927.

此夏风ソチ匕で催されア:萬國大會む機ざし 

て同市及波蘭も紹介すa爲に著はされた案內 

記で數十妆の寫眞が挿入されて詳細な說明が 

附けられある極めて懇切丁寧なものでわる。

★LA HOMA LINGVO, de ヽV・ E. Collinson, 
11X 17 cm., p. 94, prez,1 Rm., eid. de R.M., 

Berlin, Germanujo,1927.
モッセの世界叢書(本誌第七年23頁參照) 

の第十八、十九編でリウ•アプール大學敎授の 

言語學叫士の「言語學提菱」であみ。言語の 

本質よりその软音學的研究、方言ざ統一、個 

性ざ言語績いて言語の分類ミ內容極めて彎富 

然し簡潔に素人向きに書かれてある。此叢書 

に此種の專門的の著述の加へられたのは極め 

て結構なニこである。

★BONHUMORAJ RAKONTOJ, de Janusz Kor- 
czak, trad. de Anna Weinstein el la pola, 
11X17 cm., p. 64, prez. 0.50 Km., el de 
Kudorf Mosfie.
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前揭同谨書第二十編で兒遗心理を描寫する 

に妙を得た輕妙の筆も持ったコルチャックの 

數篇なエス譯したtのて•極めて輕い講習會用 

さして遒當むものである。 ・

★NATURSCIENCO, MONDKONCEPTO, RELIGIO, 
■de D-ro Johannes Peinke, 16x20 cin., p. 162, 
prez. 4 sv・ fr・ afrankite, eid. de Katolika 
Mondo, Koeln Lindentĥal, Germanujo,1927.

キール犬學植牧舉廊士の若者が形而上及形 

而下學の分界さ人生觀ざの關係を說いた論文 

のエス課である。科學芒哲學この分界より自 

然科學の方法論に及び宗敎觀で人尾もむして 

居らざこみ日木でいへは永井潜氏の面影がお 

ろ。

★JARLIBRO DE JEMA, 1927,15x11 cm., p. 
56, eid. de Japana Medicina Asocio,1927.
大正十五年四月第七回H本留學會のざき創 

立ぜられ了:「U本エスベラント醫學協會」の 

穿報でわるc會計及事業報告絨いて汎太平洋 

會議への抗議の事情を揭げ曹員名簿を載せた 

立派なもの遠く朝鮮旃洲に及び醫界エス運動 

の盛況な語るものである。

★:NTERNACIA DIALOGARO, originale verkitaj 
dialogoj de difersaj aŭtoroj,12x 16 cm., p. 
60, prez. 1.25 sv. fr., eid. B(Jga K-to-Instituto, 
Kooj)era Societo,11 Kleine ITondstraat 11 
Antverpeno, Belgujo,1927.
各國の對話もエス課せるもの英拓佛日露等 

方面に汎く共エス語し立派でわ"集會の餘 

興等にに極めて適等な材料であります。 

★GERMANUJO, W1ESBADEN, gvidlibro de 
AViesbaden, 11x23 cm., p.16, senpaga eid. de 
la Urba Oficejo por Trafiko en AVicsbaden, 
1927.
獨逸ナッソーの古都ワイースバーデンの案 

內記。美麗な寫眞入の木である。無代進呈さ 

あろからミ・しご L申込をせられ了:い。

★ WELTHUMOR IN ESPERANTO, N-ro 6 de 
Du-lingva libraro; prilaboris D-ro Emil Pfe- 
fler, prez. 0.50 Gmk.,13x 16 〇. m・ p・ 87. 
eid. de Stevermiihl-Verlag., Wien I, Woll- 
zeile 2〇. ハ

これは Tagblatt-Bibliotek の N・ro 541-542 
にあたるしので、Vienでで、ゐろ岩波文庫式 

のもので二の中のエスベラントに關したもの 

でエスに關Ui Lのけ二の叢書の中に8種ほ 

ぎおみ。ニれはその中の一つである。ニれは 

痂逸語ごエス語の對譯にむってゐて(I)鉅"〇,

（II） sprito, （117） anekdoto, （IV） historia 
anekdotoの四部にわかれてゐてすべて笑話 

や一口噺もろつめたtのでめらが日本人に（エ 

判りにくい（歐洲の風習がわからめので）のも 

めり又日本人に（戈ちっごも面白くないのもお 

るが仲々滑稽なものもある。エス文はあまり 

感心できないのがかなり多い。Lかし拓逸語 

の勉强には役にたっかもしらない。pastroも 

Patoroさしてゐるの（[芒・ういふわけか。

ゝIi bedaŭras ke mi ofte trovas nerekomen
dindaj n stilojn en la frazoj de Esperanta 
parto.

Kial la aŭtoro uzas u pastoron anstataŭ 
"pastro, ” kiu estas oficiala vorto ?

★九州エスペラント聯盟年鑑（昭和二年度 

[Jarlibro de Kiusiu Esperantista Ligo, 1927] 
13x 16 c. m. p. 4〇, prez. ¥ 0.50, eid. de K. 

E. L. akirebla ce S-ro Kidosaki, Torigai 
1652, Fukuoka-ŝi・
九州エスペランチスト聯盟の年鑑で第一部 

聯盟規約（&頁）第二部九州エス運動小史（旳 

頁）第三部九州同志名簿（13貞）からなり六號 

活字で組んだもの故內容酸富でわる。褐岡市 

烏闕1652城戶崎益敏君宛申込めば金。0錢に 

て頒つ由。 x - ・、 . 「ゝ

★クレープ造花の手引（竹下かな龙著）東京 

市本郷區弓町倉持本店發行。價60錢）表題が 

エスペラントで書かれてゐる（Gvidlibro de 
krepoj）aj）era manlaboro）のはうれしい〇內容 

はクレープ紙での造花についてざ＜〇

★ " DANCO DE SKELETOJ '' （originale verk
ita en japnna lingvo de Uĵaku Akita・ Tra
dukita en Efperanto de K・ Susiiki kaj H・ 
Ŝuzui.）11X 15 c. ni.,76 p., prez. （afrankite） 
1 ŝilingo （1.25 sv. fr.） E】d・ de Japana 
Esperanto-Instituto, III-14 SiiVogaŭamaĉi, 
Uŝigome, Tokio.

Tiu ĉi libreto enhavas tri dramojn de S-ro
U. Akita: " Fonto de Sudroj 'ヽ"Danco de 
Skeletoj 'ゝ"Nokto ĉe Landlimo ”

U. Akita estas unu el la plej progresemaj 
dramverkistoj, kiujn havas nuntempa Japan- 
u 海 kaj li estas fervora Esperantisto. Lia 
ideo estas subtenata de pioniroj en socialista 
inovado kaj de inteligentuloj. Tiuj ĉi tri 
dramoj estas la plej rimarkindaj verkoj el 
liaj laboraĵoj, kiujn la aŭtoro mem elekte 
rekomendis por traduki.



342

EL KOREAJ FABELOJ
Kojiro Nakagaki

Konkuro de Mensogado.

Antaŭ longa tempo, en 】b cefurbo de Koreujo, vivis potenca jambano, kiu havis altan 

rangon kaj gravan pozicion. Lia potenco estis tiel granda, ke ĉio fariĝis laŭ lia volo. Kaj 
tial multaj homoj venadis al li ĉiutage, por akiri lian favoron kaj rekciiKndon. Ĉiuj am

biciuloj mensogis kiel eble nmlte kaj lerte, ĉar Ja vero ne ĉiam venkas, precipe por gajni

monon aŭ pozicion, oni devas Ĵeite mensogL 
afero. Ĉiu sciis ke la mensogado estas plej 

resti mizerulo. Certe, ankaŭ tiu fi jambano 

sia facilmova kaj senbrida lango. Li estis la 
opinio.

Fn tiu tempo, mensogado estis tute ordinara 

bona rimedo de prosperiĝo, se oni ne deziras 

estis akirinta sian pozicion kaj potencon per 

plej lerta el ĉiuj n^eneoguloj, laŭ lia propra

Tamen fine tedis kaj ĝenis lin tio multaj vizitan toj, li ekpensis pri rimedo eviti malsaĝaj n 
mensogulojn ; tio ne estis malfacila por li1】i tuj ekridetis kaj frapis sian genuon, li faris, 

afiŝon kaj pendigis ĝin ĉe Ia pordo de sia domo. a De nun mi helpos nur tiun, kiu saĝe 

trompos min. ” Tiel oni legis sur la afiŝo. Tiu eciigo efikis tre bone; vizitantoj iom post 

om malmultiĝis, ĉar neniu povis venki lin je menrogado. Li ĝuis sufiĉe kvietan tempon kaj 
estis kontenta. Sed unu tagon, en Ja mezo de la vintro, venis al Ji junulo, kiu volis trompi 

lin. Kiam ili sidiĝis en la salono, la junulo tuj komencis paroli.

—Lastatempe, mi estis invitita de mia amiko, kiu regalis min tre lukse, ĉar Ji estas riĉega. 

iMi povis gustumi diversajn tre maloftajn bongustaĵojn, interalie, mirigis min tiel grandega 

ĉerizo, kiel sonorilego de Congno. （ゝ】vi ne opinias ke la ĉerizo estas vere grandega ?

一Malsaĝulo ! En 】a mondo ne ekzistas tia ĉerizo, diris la jambano.
—Ha! Pardonu min, via jambana most〇. Verdire, ĝi efetis kiel sonorilo de Jongto-templo.
—Ne mensogu, kie troviĝus tiel granda ĉerizo kiel sonorilego de templo.
—Nu, eble ĝi estis similu al kaldrono.
—Jam ne diru, nii ne trompiĝas per via malsaĝa mensogo.
—Ha 1 Do, ĝi havis grandon de tekruĉo.
—Ne ripetu plu !
一Kiel taseto.
― ufiĉe, via mallerta mensogo t edas min, diris Ia jam bsno kolereme.
—Tamen mi diras serioze, eble vi kredos, ke ĝi estis granda almenaŭ kiel jujubo.
—Vian saĝon ini jam eksciis ĝis fundo, nun penni nur pri vera grandeco de la ĉerizo, 
—Ĉu vi estos kontenta, se mi diros ke ĝi estis tiel malgranda kiel la fingropinto.

—Jes, fine vi konfesis ke vi ne povis mensogi antaŭ mi, foriru jnm, diris la jambano.

【註】〔Konkuro de mensog-adoうそつき 

比べ。〕jambano兩斑（ヤンバン）朝鮮の上 

流〇 havis altan randon kaj gravan pozicion 

高位にして重職に就いて居7:。!aŭ lia volo 
思ひのまゝ。favoro恩寵。rekomendo推攀。 

ambiciulo 野心家。prosperiĝo 繁榮、榮達。 

mizerulo 慘な者〇 facifmova 輕薄な。sen

brida 止めビのない出たらめな。afiŝo貼紙。 

trompiあざむく 〇 efiki利き目があZ）〇 !astaj 

tempe近頃。regali御馳走する。!ukse贅畢 

に〇 gusfnmi味ふ。bon gust?ajo旨い物■御馳 

走。sonoCPe<o大鐘。£on^no所の名、錨路。 

Jongto-templo 永道寺〇 kaldrono 釜〇 frompL 

iĝasだまされみ。tekruĉo怎須。tas'etu珈徘 

茶碗の如きものの小さいもの。kolereme换 

立たしげに。serioze Jft面目に。jujubo棗。 

eksciis ĝis fundo すっかり判つア:〇 pensu nur 

p「i•… まづ櫻の實の本當の大きさ加考へて見 

みがいゝ。fingropinto指先き〇 konfesi白狀 

する。伽'iru jamもうあちらへ行け〇 Here
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La junulo fiere marŝis straton laŭte kriante ke li trompis Ia jambanon. Kolektiĝis amaso 
血 homoj scivole ĉirkaŭ lin. Li parolis detale pri la konvereacio inter si kaj la jambano, 
kuj aldonis.—La maljuna jambano eĉ nun kredas ke mi manĝis ĉerizon en la mezo de vintro.

— Ho ! vi efektive trompis lin. Ciuj laŭdis Jian lertecon.
Kiam hi jambano aŭdis la 仙ねon, li miris kaj konfesis ke li estas ja venkita. La junulo 

akiris gravan pozicion, diink，al Ja rekomendo de la jambano.

Tigro kaj Sekpersimono.

Fn arbaro loĝis tigro, kiu estis tre fiera pri sia potenco. Ĝi estis tiel potenca, ke ĉiuj 

bestoj en arbaro ektremis kaj kabis sin en arbetaĵon, kiam ĝi montris sin sur alta ioko kaj 
ekmuĝis. Estis al ĝi tre agrable vidi kiamaniere la timigitaj bestoj forkuras kaj ka^as sin 
konfuzitaj. "ヽ"ere mi estas reĝo de arbaro. " ĝi pensadis kontente.

En iu vintro, la neĝo kovris Ja tutan regionon, kaj tn la arbaro troviĝis nenio manĝebla. 
La tigro eliris el sia kuŝejo kaj iris al iu proksima vilaĝo. Post l:i vesperiĝo, la malsata 
tigro eniris en la vilaĝon kaj stele aliris sub fenestron de unu domo.

u Aan aan aan. n aŭdiĝis plorkrioj de infano, kaj la voĉo estis malforta kaj raŭka#
u Jan)longe ĝi kriadas supozeble, n ekpensis la tigro, a kial ĝi ploras, ĉu okazis io terura?^ 
La tigro ekvolis eniri, sed ĝi atendis, aŭskultis phi. Subite aŭdiĝis alia voĉo, sajne de la 

patrino. u Jen venas sovaĝa kato kun malfermita buŝego, silentu !n
La patrino penadis silentigi, sed vane, la infano ne ĉesis plori. La patrino diras denove: 

c Jen seii)enteg<), ho terure!Sed, ŝajnis al la tigro, ke la inĥno tute ne timas vortojn de 
a patrino, kuj obstine kriadus.

La tigro ekmiris kaj ekmeditis: a Kia maltima infano ĝi estas, ke ĝi timas nek sovaĝan 
katon nek serpentegon ! Kia infano !"

Malsato instigas Ia tigron ensalŭ en la domon, tamen mirigita tigro enpensiĝis profunde^ 
sidis kvazaŭ idiotulo. Tiam subite ekkriis la patrino : "Vidu! Granda tiglo staras ekster 
la fenestro ! ” La tigro estis surprizita, alfiksis sin al la muro, malfacile spirante pro timo.

La tigro apenaŭ sin regis, levis la kapon kaj pliatente aŭskultis. La aan-:um-kria<lo ne 
ĉesiĝist kvazaŭ la infano tute ne timas tigregon. u Kiu iniano ! Kiel maltima ĝi estas! Ĝis
nun mi kredis, ke mi estas plej 

diras pri mi, jam eksciinte ke mi
potenca kuj tei ura en la ĉirkaŭaĵo. Ivuj la patrino nun 
estas ĉi tie. Malgraŭ tio, la infino ne timas. Mirinde

estas ke tia infano ekzista ” Tiel pensante lu tigro hezitis ensalti en la domon.
Denove aŭdiĝis la voĉo de la patrino : " Jeu f-ekpersimoco!" Kajt kia mirindaĵo, la

infano tuj silentiĝis. uEĉ la patrino tute silentas,” Ja tigro enpensiĝis, “kio estas sekpersi
mono ? Eble, ĝi esta« pli forta, pli terura, ol sovaĝa kato aŭ serpentego, eĉ ol mi."

Piedoj de la tigro ektremis. La tigro vane penis trankviligi sin. "Se tiu sekpersimono 

venus ĉi tien ! Urrr terurege !
La tigro tute forlasita de memkredo senbrue ni al proksi m i ĝ is de la domo kaj forkuris en 

la arbaron.

marŝis straton彳3意滿面道な濶歩LT:〇 ko

lektiĝis -ĉirkaŭ lia彼のま(!りに集って來た。 

scivole好奇心な・もって。parolis detale 一部 

始終も話した〇 konversacio會話。al doni付 

け加へあ 〇 konfesis ke li estas ja venkita い 

かにも自分は負け沢さ云った。

〔Tigro kaj Sek1 persimono 虎ビ干柿〕

aĉetaĵo灌木叢。roko岩。ek'muĝi吼龙ち。 

vidi kiamaniere la timigitaj bestoj •… 恐れむ 

なした獸共が送げ去ったvj隱れたりする樣子 

も見る。konfuzita あはてふためく。nego 
kovris la tutan regiononその地方全部雪で被 

(Iれた。kukejo臥所、獸等の穴。ŝtele Miris 

二っそり忍び寄った。Plorkrio泣3わめく聲。 

raŭka しわがれア:〇 ŝajne de la patrino 母の 

幹Ĝしい〇 sova僉a kato 山猫〇 marsato ins- 

tigas •…ensalti飢が虎をかって家の中にり 

工ませやうuした。apenaŭ sin regis辛うじ 

ておのれを制し t：〇 vane penis trankviligi sia 

氣む落ちつけやうざ努めたが駄目でめった。
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TANKAOJ EL MANJOOSUU
Trad. de Mijake-Ŝihej

Apud la Golfeto Oakano ura
de Jamabe-no-Akahito

Uaka-no-ura ni 
sio inici k u reba 
kata 〇 nami 
asi bo 〇 saŝite 
tazu naki-ŭataru

Eu la golfeton 
fluas tajdo; perdiĝas 
do la sablejo， 
kaj kriante transiĝas 
la gruarĵ al kanejo.

Kiam Pasigis nokton ĉe Akino
de Kakinomoto-no-Hitomaro

Hin3)gasi no 
nu ni kagiroi no 
lacii miete 
karri mi sureba 
onki katamukinu

・・ Lii mei de V suno
tagiga, oriente

: sur kamp? sin movas :
• kaj post ni sin la luno

eksubi ranta trovas.

Sopirante al la Imperiestro Tenĉi-Tennoo

sake ni ukal)e koso do sur vino metu mim

Kimi macu to 
aga koioreba 
aga jado no 
Hudare ugokaisi 
aki no kaze fuku

de Nukata-no-Ookimi

Mi sopirante 
atendas viau venon ； 
ho ! rulkurtenon 
de mia(lom? movante •… 
—aŭtuna vento blovas.

Ume no hana 
ime ni kataraku 
mijabitaru 
hana to are mou

La Prunfloro
de Jamanoe-no-Okura

Tiel diris min 
en la sonĝo la prunflorĵ一 
pensas mi ke flor?

• eleganta estas mi,

1)Odo havanta 31( = 5+7+ 5 + 7 +7) 3) Tiu & "n” estas vokalsimila sono mab

Uraurani 
tereru harubi ni 
hi bari agari 
kokoro kanasi mo 
hi tori omoeba

Alaŭdoj
de Ootomo^no-Jakamoĉi

Suprenfl ugadas 
alaŭd()j lra F ĉielo 
serene hela 
printempa; kaj mi sole 
sentema meditadas.

2)La plej malnova poemaro (aperinta en] unu silabon.
silabojn ・ 「753)] sania kun oridinara unn, kaj ĝi sola formas
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Verda Letero de Profesoro H. Asada.
[11

Londono, la 12an de Junio.

Kara sam idean o, .

Ni estas tre lacaj pro la vizito tru la urbo. 

Mi ne havas sufiĉe da tempo skribi detale< 

Akompanado de edzino ĥiras al mi multe da 
okupo. Ŝi ankoraŭ ne povas kompreni Ks- 

peranton. Jam nenio helpas al mi, se oni 

diras ke tio estas mia ミuldo. •

Mi vizitis oficejon de ĉi-tiea Esperanta 

Grupo. Gazetoj, libroj Esperantaj k. c. estas 
bonege arangitaj. Ĉiu merkrede kaj vendrede 

oni kunsidas. Mi ankaŭ tiam salutis per 

paroladaĉo・ Hodiaŭ ni volas furveturi al 

Edinburgo/., sanĝinte programon je nia be

daŭro.

En Calais kaj Dover samideanoj bonvolis 

veni renkonte al ni kuj prizorgis pri ni, ĉar 

mi anoncis ilin telefone pri la alveno.

II. A^ada.

[8 ]

Edinburgo, la 16an de Junio.

Ni sangis programon, ĉar mia edzino estas 

malsaneta eble pro ŝiinĝiĝo de vivmaniero.
A
ci ankoraŭ ne poヾas kompreni Esperanton.

A
Ci tie s-ro Del. de UEA mem prizorgis pri 

ni, akompanante nin tra lu urbo. Ni ĝuis 

skotan pejzaĝon kaj spiriton!

II. Asada.

[9 ]

A Bord Le pologue, 

La 2oan de Julio 1927.

Kara samideano kaj amiko Takuhara.

Kiel vi fartas ? Mi nun estas sur Ia sipo 

しe pologue" kiel ano de karavano, kiu
• forveturis el "Le Havre n al Danzig. Dum 

kelkaj tagoj mi havis palan vizaĝon, ĉar ini 

sentis min malsaneta. Hodiaŭ mi sufi& sanx 

Estu trankvila!

Mi nun preparas prelegon por la somera 

universitatOe S-ro Pro£ Segaŭu el Kanazaŭa, 

kiu nun veturas kun ni, bonvolis korekti 

kelkajn erarojn de miaj artikoloj, ĉar mi 

perdis la vortaron survoje, mi nur skriban 
laŭ mia nieinoro<

A
Sipo vetu rado daŭras dum 4 noktoj kaj 5 

tagoj. Ni nun pasas la kanalon de Kiel.

I^aŭ la letero de s-ro Tomirnacu vi terure 
klopodas ekzerci interparoladon Esjx^rantan. 
Eble vi estos multe pli bonstila kaj elokventa 
ol mi, kiam mi revenos al Nagasaki, ĉar 
domage mia edzino ankoraŭ ne volas sindoni 
al Ja lernado de Esperanto. Mi estas ĉiam 
devigata paroli japane. Tio efektive mal

helpas mian progresoiie
Mi opinias ke ni de nun devas klopodi 

malfermi UDivergalan kongreson de Esjm?ranto 
iam en Japanujo. Inter la kunveturantoj 
troviĝas multe(la personoj, kiuj jum parto・ 
prenis multe da fojoj la kongreson. Hi estas 
tute fieraj priparoli pii tio. La kongreso 
«ajnas esti nur por Eŭropo (escepte unu ŭyon 
en Ameriko). El la vidpunkto de interna
cieco ni proponas ke oni malfermu ĝin de 
nun en Eŭropo, Azio, Ameriko, Afriko aŭ 
en Aiistralio reepektive. Klopodu vi ankaŭ T

La 27an de Julio.

Ni jam alvenis ul Gjerne, kie ni devas el
ŝipiĝi k:ij el kie ni volas alveturi al Danzig 
per vagonaro en pli ol unu horo. Ĉiunoktaj 
kunsidoj sur la sipo estis tre lacigaj por ni. 
Timante ke mi difektos inian sanon ini ne 
ĉiufoje ilin partoprenis- Antaŭ unu semajno 
ini sentis doloron en la dorso kaj lacegon, 
sed nun nenia ŝanĝo rektas. Mi nur timas 
ĉu mi povos paroladi laŭtvoĉe antaŭ publiko 
aŭ ne. Mi nur Giros kiel mia sano perme
sos al ini. Domaĝe ke mi difektis mian fo

tografilon sur la sipo・
Mi ĉesos skribi ĉi tiun leteron. Jen aton* 

das sipeto por nin elkonduki al Ja kajo.

Akceptu nian sinceran saluton!

II. Asad:し
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[io ]
Panzig,- la 3lan de Julio, 1927.

Kars amikoe
Kiel solena kaj grandioza estis la malfer

mo de la kongreso ! Feliĉe mi * komprenas 
aiun vorton de f?-ro Privat kaj aliaj. Kiel 
elokventa estis kaj etstas s-ro lJrivat! Li diris: 
でn (Ĝenevo japanoj balbutas france aŭ angle 
Ne la konferenco. Se oni iam devus malfermi 
konferencon en Tokio japanlingve, eŭropaj 
delegitoj devus balbuti, lja distanco de Ge* 
nevo al Tokio estas tute Fama al tiu de To・ 
kio al Ĝenevo, ktp. Mi unue aplaŭdis kaj 
aliaj sekvis min.

Sinjoro! Felice mia saneco estas nun tre 
boia Hieraŭ mi paroladis ĉe TEKA. kaj 
vespere ĉe la invitkunsido kaj ĉe la mdio・ 
siacio mi salutis en la nomo de 】a Esperan
tistaro de Japanujo.

Via H. Asada.

[11]
Daiizig, la 4an de Aŭg.,.1927. 

Kara samideano,
Hodiaŭ la kongreso finiĝis tie ci kaj daŭ

ros plu en Varsovio, kien ni ne plu iros. 

Ni volas hodiaŭ vespere alveturi al Kdnig- 
sberg kaj poste al Danujo. Feliĉe ]a vetero 

estis dum la kongreso ĉiam tre bela. Dan- 
ziganoj laciĝis sed neniu malordo troviĝis. Sur 
la programo oni ne trovas la lokon precize, 
kvankam la horo estas anoncata. En TEKA 
kaj en Somera Universitato iniaj prelegoj 
donis al la aŭskultintoj grandan sensacion, 
alivorte mi havis grandan sukceson・ Cc la 
nacikostumbalo mia edzino, kiu vestiĝis ja- 
paiunaniere grandioze, gajnis la unuan prc・ 
mion, kiel ni jam supozis. (Ĵio estis granda 
sukceso por japanoj. La diskutado de s-ro 

Ossaka kaj hi saluto de Prof. JlasegaŭafKeijo) 

estis ankaŭ tre bonaj. Entute S japan()j ĉe

estis :s-roj Ossaka, Hasegaŭa, Segaŭa, Kode- 

ra, Oiŝi, Doki kaj ni ambaŭ. Neniii ĉino ! 

Ciu vespere oni invitis nin kaj ĉiu matene ni 

ellitiĝis frue. Ni estas tute lacaj. Precipe 

hodiaŭ mi sentas min 】aĉega. Venu la ve-
A

Hontan jaron al Antverpeno ! Nepre ! Ĝojega 
kongreso ! Se eble, varbu partoprenontojn kaj 
organizu karavanon! Komencu preparon de 
nun! 2Miullanke ini deziras, se eble, denove 
alveturi, sed ne la venontan jaron, eble post
4-5  jaroj, ĉu ne 9

Mil salutojn al vi,
Via H. Asada.

Miĉikoe

【寫眞.明説】〔左圖〕長崎の三菱遺勰所て・見學中の東京.神戶兩高等商龊學校の學生が官松 

氏（前列背廣の人）の指導の下にエス講習もうけた紀念の撮影。〔右圖〕今夏釜山に於て開催 

のエスベラント講習會口 a向って右より。前列、吳準植・羅羽淳・李圭弼・白南奎（誌師）、 

姜犬洪.李沃周ヽ金沃根。後列。禹甲苗.鄭永謨、棘斗苗・任守吉.徐甲祚ヽ任龍屮汽 

金奉玉、安仁默.姜次夾、任舜赫の諾氏。（右上枠內）金時煙氏・。 ・

C ・印厲釜山エス研究會委員）



々の音語の卄常•に熱心な支持者さなられまし/:〇 ——上に中述ぺたこ 

さから我々任次の法則を引出すこざができます:卽ち若し我々が或る 

歿更な提案し汉任提案せんざするならばまづ我々はその境更が如何な 

み利益を言語其れ岀惴に齎らすものであちか又はその蠻更の利益が其 

の害あ蔽ひ得るだろうかさ考へてみればからむいさいふ事でマ;併し 

我々任決して基礎のない趣味や單なら或み特別の國民の虛榮心に從ふ 

てはならぬのであろ、何ミなればか、る場合には我々は我々の事業に 

大害をもア:らすこミざなってしかい町人に對して1何等の利益か匕齊 

されいからであります。若し個人的或任國民的議論好きのために我々 

の事業が破復される二さな我々がおそれるならばその內容に於て絕對 

的に車夫ではなくしかも空虛な何等理由のない國民的趣味はか、ろ國 

際的の出業に於て個人的趣味ミ同標あらeる機會に於て絕對に沈默す 

ベ3性質のものです。:れらの趣味は言語の創造の時に於てさへ旣に 

沈默すべきであり若しそれに服從する事が我々の言語に破壊を要求す 

るここになる様なものなら疑もなく尙更一脇沈默せIむべき性質のも 

のでめる〇 (La Ksperantisto, 1891, p. 49-50.)

文 •體

エスペラントに於ける慣用語句について

私は慣用語旬(idiotismoj)が段々に消滅し全く論理的な國際的な表 

現にその地位も譲る樣になみ审な望みます。併し私一個の意見ミしま 

してはこの置換(anstataŭigado)(!それが全く使利にできる場合のみに 

なさmmらめ事であってその何等かの慣用語に對Lて一層よい純粹 

に論理的な表現の匚力が見つかりない場合には別にそれが讥めに心な 

いためるに當らないニさです;慣用語句は一般に7ド認されてゐるから 

それ(I全 < 都合よく『エスペラント語隊(esperantismo) Jのものミして 

存在してゐて差支へがかい。 (Lingvo Internacia,1905 p. 545)

(53) “

エスペラントの文禮に就いて

私の飜譯い:“皿Revizoro”の中には時たま直ぐには解し難い文 

旬があります;特に〇珈 の苜葉の中に屢出てくるでぜう。併いよが 

ら之等の文旬はロシャ語の文鴨の逐語譯でわち记ろうミの貴君の御想 

像厲わたりまぜん。Osipは全く論理的な文献的な文縊で話さないで 

無敎育なロシャの下男の使ふ文縊で話すのであって私厲彼の談話から 

その特質の全部を失仕ないやうにすみため少くミも少しく厲二の文縊 

を保存せればからむかつ讥のです。彼(I屢單に語な轉訛(kripligi)? 
せみこさがわるのです。私"：:れ4さけようさ努めまい^さいふの 

任若し讀者に對してのみならば各頁の下部に說明もつければで3ませ 

うが劇場での聽衆に對してにそれができないからでおります。單に一 

ヶ處私“ “kolegia registratoro n ( ロシヤにおける低級の官等)の代り 

|： “registreto”を用ひまい:、そしてそれに長たbいゝ說明も加へ 

る代りに其の語が正規のものでない事を示す爲に單に引用符(signeto 
de citado)在、附して;bいたのでした。又他の箇處で(［正しくないがし 

かし轉訛されてはゐない云ひヵ^使ったのです。(例へば私“故意に 

“kartoj” (ludaj) の代りに “kartetoj” も n publikecon の代りに 

u publikaĵo n等も用ひた)。私は讀者や觀衆沪之がよいエスペヲント 

の文雅ではないが处敎育者の話惴である二ミ或はあれニれの示された 

特殊の人物の慣用する特異の交縊yニミ花客易に了解してくれみ 

ここも望んでゐろのです。

或る人々は私は私の著作中にスラウ•語式の文縊花使用すみこ考へて 

もられる樣です。併し斯かろ誉へは全くまちがってゐます。エスバヲ 

ソトにおいてはスヲウ•人が屢々獨逸人やラテン人よりし立派な农忧花 

書くこざ任事實であります;併し二のニミはエスバヲントの文忧がス 

ラブ的の文開である二过によるのでなく唯スラヴ語が一層簡單む語序 

(vortordo) 有し從って又エスペラントの語序さ相近似してゐみこさ 

から來ろのです。エスペラントの眞の文強はスラヴ的でもドイツ的で 

もなく ロ ーマンス語的でしなくそれは唯簡罩な論理的な文紇でわろの 

です或は少くさもそうわらればならないのです。

(54)



vin, ke mi revenos hejrnen post du monatoj, ne pli frue ol en la 
fino de Aŭgusto. n (La Ikvuo, 1906, Decembro.)

私の最近の作品における文禮

貴君(I私の最近の飜譯作品の屮に任叶たま勤解の文旬がおるiの御 

手紙を下さった。貴君"或るエスベランチストでない人に對してエス 

乂ヲントの衣變容易しい二ざか納得させよう过Lて彼の目前で“La 
Nabistoj の或箇處も飜譯ぜられたが貴君自ら十分よく解しカ・れみ文

旬に逢着ぜられてH.又貴君が呼よせた數人のエスペランチストも亦或 

仁了解できなかったり或は異った譯語なつけられ7:ので人變雖漩せら : 

れたこのこさですが、御難濫のほごさ二そこ御察し致します.若しそ 6 

れが私の拙い飜譯のため惹った!壬でありますれば御容赦に預りわ、 5 
ざ存じます;です沪…•…甚だ失禮ながらその一端任貴君の力にも落度 丫 

がおみの伫いふニミを巾述べさLて戴きたく存じます。無灌備で工 ・

スペランチストでない人の前で實驗をやられろに際Iまして(i古典や r
眞而目な作晶もさみべきで“なくむしろ或み簡單な作晶も撰ぶべきで わ

わつ'TZ)らミ考へます。ずつ过以前に死んだ古典作家の作品屮のめれ v
:れの文句が明瞭に了解できQさすればそれは人恢飜譯語の罪ではな * 

くて原作者自身の罪でわるのです。御存じの如く大作家さいふもの ミ 

(I自己の作品の形(formo)の十分なる通俗性を頤みろよりも一層 y 
深くその內容(ei.hivo)に留意してゐるものですからその作家の同圍 

人でさへ其作家の著作中の文句が常に明確に解釋されない:ミになり 

B i註解(komentario)が必要ミカちのです。其れ故に私の古典の馭 

譯中に一目みただけでは十分明かでない箇處が時たま見あたったこL 
てもあやしむペき:ミで(Iないご考へます。若L私が全く通俗的な文 

體(tute populara stilo)の飜譯もしょうこいふのならば")單に通俗 

的作品も押ぶべきでめり且つb)完全に了解できぬものや容易く尿譯 

できQ文旬も全く放棄するか或は隨意に甘由に飜譯するかせりばなら 

ないでせう〇ニんなやり方ならば今私がやってゐろ飜譯しやり方の梯

(56 )



併いよ炉ら總て物事には命度炉なければなリまビん。エスペラント 

に於ても亦(少いが)・いみんな惯用語(idiotismoj)が存在します.而し 

て或るエスベランチスト達は之に大いに反對Iてむられみのは全く當 

もまかこさで仕ありません何ざなれば絕對に論理的な全然idiotismoj 
のない言語は生命のない大變重苦しいtのでありませうから;併し工 

スペラントの慣用語の中幾何かはスラウ'語系から採用した(わるもの 

は他の言語から探ったtのでちみが)さいってもそれ任決してスラザ 

語風の語(slavismoj)さいふべ》で任なくしてそれは旣に言語の一部 

さなつア:以上エスペラント的慣用語(esperantismoj)でおります〇

エスペラントの文惴は盲目的に他の言語の文號を椽倣すろもので“ 

なく此言語の授い間の實際的使用や此の音語が發衣される以前から此 

の苜語で物な考へてゐみ間に形成された全く特殊の獨立の特質ももっ 

たものです。若しスラウ・人の何人かが猶此言・站におけち十分な熟練も 

なくして自【國語から逐語譯的にエスペラソトに飜譯するならばその文 

船は未熟なヲテン人ドイツ人のエスペラント文備さ等しく  梯に惡い 

っまらないしのこなるでありませう。一例ミして文法さ語彙さな學び 

終へ讥が猶未だ其の文的な識らす唯逐語的に自國語炉ら飜譯するロシ 

ヤ人から睡々私が受取る手紙の一を次に一部分引用して打目にかけよ 

う〇此の一片(文法的にI語策的にI誤の一ついまい!)の文閃ミエス 

ベラントの文號ぼも比較してみて下さい、然らばエスペラントの文髓 

がスラウ・的だざ云ふ二三の人々の意見が如何に誤ってゐるかが直ぐ認 

められるておりませう。

"Favora Regnestro! Honoro havas alkusigi, kio lau kaŭzo de 
antaŭskribita al mi kun kuracisto kuraco mi en efektiva tempo ne 
en stato elpleni de donita kun ini al vi promeso ； apud kio postape
rigas, ke mi turnos sin al domo tra du monatoj, ne pli frue de fino 
de Aŭgusto. n

二の同じものがエスペラント文的では次の如くでわみQ
41 Estimata sinjoro ! Mi havas )a honoron rapoiti al vi, ke kaŭze 

de kuracado rekomendita al ini de la kuracisto, mi en la unua tempo 
ne povis plenumi la promeson^ kiun mi donis al vi; mi ankaŭ sciigos 

(55 )
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取次瓯書 Rememoroj de Esperantisto價40發 送料2錢
プノレガリヤ阈エス界の重鎭アケナソフ氏が自己のesp・!btj vivoにつ 

いて隨筆的に書い化もの興味ふかき物。•幻部程ろり〇 

東京市牛込區新小川町:3の14甲團口木エスベラ ント學會 
〔振替束京!1325番〕・法人口午 ノ、 ノ ナロ

第十五回日本エスペラント大會紀念品
大會バザーロで寶つ化紀念品が多少後ってゐますからも'1£リ致します。

・繪 葉 書 四枚一組(數色刷)價15錢 送料2錢

卡便 箋(leterpaperoj) 一册れ〇ネ攵)價3〇踐 送料6錢

但穽入ミ黔無芒一册宛買って下ヨれば50錢に割引します。

早原稿用紙羽嗷霾朋 ★紀念手拭一枚蠶!關
以上すべて贈答品ごして僵美であり適當です。【御i主文は卜記つ願ひま 

す。(なちべく振替で)：］ ^

劇翩歸揺日本エスペラント學會福岡支部.
★書籍ミー緖に御注文下さち方の便宜なはかり東京の學會柚!にも多少でなへてお 

きますが谭山の注文(エすべて禺岡支部へ願ひます。



故東宮豐達君遺兒敎育後援會

旣に御承知のこビビ思ひますが、エス譯ド宣言」を!nternacia Mond
literaturo の一冊ごしてゝ獨逸から出版しましたのを初めざして趣々の工 

ス譯、エス著のある熱心な戈秀れ九同志醫學士東宮豐逹君は去る六月下 

旬死去されました。過去の業績によって示された具の才幹ビ熱誠こに徵 

して、將來一層大きな期待を抱かれてゐ佗この恫志を斯の如〈早く失ひ 

まし佗事は我がエスペラント界の爲實に痛惜に堪えぬ次第であります。 

折て同君の死後遺族ごしては夫人責子氏芒共に木年僅か七歳になられ 

る一女工ノレザ孃がありますが、このエノレザ嬢の敷育は同君が殊に心にか 

けて居られた事で、臨終にも親近者に其の關心を洩らされたご聞きます。

玆に於きまして私共同志は相談の上左記要領によりこのエノ"ザ孃のた 

めに敎育後援會を起し、大方の同志諸氏にお願ひして敎育費の一部なり 

ざも集めて之を遺族の方に贈呈する事を思ひ立ちました。これによって 

一生をエスペラント事業に捧げたこの同志東宮君の生前の功績に對し 

同志ざして些か感謝の意を表するざ同時に、同君の靈を慰める一端さも 

致し化いのであbます。

何うか私共の微意を御諒察の上御賛同御助力下さいます様偏にお顧ひ 

致す次第であります。尙御知り合の方々へもよろしくおったへ下さい。

東京市外目白'文化村五七 ・西成甫方

昭和二年九月 東宮豐達君遺兒敎育後援會

發 起 （イロハ順）

伊藤徳之助 
緖方知三郞 

高橋邦太郞 

藤澤親雄

修
次
三
郞 

好
高
歸 

期

本"
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石
岡
植
お

甫
三
夫
倫

成

盛

治

惠

定
 

地

井

一

西

何

倉

淺

規

千布利雄 

梶弘和 
ハ木础雄 

杉若金一郞

寄附
（一） 寄附金額けーロニ冏又は其れ以上のニミ。一人の寄附は二圓以上でし □さす。

（二） 御送金仕前記の會事務所へお宛て下さあこ过。或はエスクラビーク•・クルーポて振替番賊 

東京七五五二五二へ御拂込下さるニざ。但し其際は『東宮豐達君遺兒敎育後援會へ寄附』 

の旨を振替用紙裏面の通信稠へ明記下さる事。

（三） 寄附者には記念ざして近く日木エスペラント學會から出版される筈の束宮君エス譯有鳥 

武郞氏著『惜Iみむく愛任奪ふ』の特製本（四六版百二三十頁）をつくって贈杲する二ざ。

（四） 一口三!™以上の寄附者に對しては右の外東宮君Hス譯武者小路實篤氏脚本小集を出版の 

上贈呈するか又は他の記念品を曙呈すみこざ。

（五） 締切ーー昭和二年十二月末口の二ざ。

寄附金處分
全額中から寄附者へ贈呈の遺著代及雜费を差引き殘領ね工”ザ孃敎育資金さして東宮貴干氏 

に賂ろ。

會計及一般事務は我起人中匹K古録の兩人が擔當します。



gjnnimnMinii 
■S f

發賣以來好評如湧!！

ヱスベラントの初等講習の際使用するもの芒して 

は從來は文法を主こした高程度のものしかなかっ 

たが今度でたこの本は尋常五六年生から中學のー 

年生に敎へるにも適當なやさしい講習用書です。 

英語等をしらない人にエスペラントを敎へるのに 

もってこいの良書です。

并上 萬 壽藏著〔中垣虎兒郞氏挿繪〕

U! 六版本文五十餘頁 印刷鮮麗 揷繪約五十個 

定價30錢 送料2錢 十部以上二割引送料2錢

••••・・・•

れ諸方面よbいたヾいた讃辭の一部★

◊高橋邦太郞先生より一內容誠に宜數二れさへわれば中學一年生位にも敎授し得べ 

く英話の存廢が問題さむり居る今日文部當局の理解により本書が全國中學校の敎科 

書こなみ時機の一日も早く來あ樣にミ切に切に祈る處に條。

◊丿、森志郎氏より——長年望んでたりまし'n第一諛本が二、に完成まれその材料の撰 

擇配置のみならず活字の大きさ.表紙.挿畫等に大きな劣力の拂はれて居りますの 

も拜見致しましてまニミに喜びにたへまぜん。・・••••・•

〇三高エス會より....「エスペラント諛木」（［實際epokfarantaな企てださ思ひます。

外國語の素養のない人の講習にはもってニいの用書だミ思って嬉んでりを-す。…'

發 行 所 i
柬京市牛込區新小川町3の14財團口木エスペラ ント學會 售
〔振替口座東京!1325番〕法人口午亠 " チひ !



KORESPONDA FAKO.
責 Japanujo—S*ro Kisaku Otfubo, Kitahama 
Iligaŝltonamigun, Tojania-kenj Japanujo ; kci. 

geinstruistoj per P. L・
Japanujo—S-ro Kooi& Gotoo, ĉe S-ro Da

te, Cuĉijamaĉi Nakadaĉĵuuri- Sagaru Kioto ; 

kci. I.P.L. nepre resp.
★ Svedujo—S-ro Gustav Johans-on, Box 189, 
Lvcksele (Viiftterbotten) ; 口 本人ミ文通希望

Sud-Ameriko—S-ro Alfonso K^voredo tg- 

lesias San Jos6 327, Lima, Perni;[J 本人ざ 

文通希怨

★ Germanujo— -ro Albert AValther, Plaum 
Vogtland, Gellertstr. Zv ; □ 本人ミ文通希望

★ Japanujo—S-ro Takeo Katoo, ĉe S-ro Su
zuki, 7-III Nagabei-ĉoo, Hig：iŝi-ku, Nagoja; 
kci. L. IP. G・ Esp-aĵo.
★ Japanujo—S-ro Tuketoj Ohgami, 295. 
Nisijinmaĉi 2-ĉomc, Fukuoka; kĉL II\ L. 

nepre resp.
★ Japanujo•—S-ro Eiichi Takal.i^i, H-34, 
Macunioto-ĉo, Naka-ku, Naĝojn, dez. kor. 
kun ĉ. L komencantoj.
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定價
IGI

送料

一・ロング兩*）•• ……4.30 16
• ・・•• 1.75 6

...................（Kabe）- ・・・•・・1.45 16
氏匕がト社新刊”……3.00 18
•（唯一の斶證書”……1.90 8

……1.00 4

★• I エスペラン ト 
洋書目錄

★ Sankta Biblio.....y 3.60 j»
新舊約聖書完認（—TTO

English Esperanto Dictionary （350 頁）.........（フラ

Esperanto I1andworterbuch .....................................................
Vortaro de Esperanto .................................................................
Zamenho仁radikaro...........................〔ユーク・ン. リステル

Complete grammer of Esperanto （320 質）............

Esperanto （儘語ビエス語の書は之めるのみ）.......
Hbpcranto •*・ゲ ン氏.....................

Esperanto grammer and Commentary （370 頁）.................（Cox）•…
Lingvaj respondoj ..........................................................................、ザ・ ン ホ フ•氏 \•••

Tra «a jaro （四季な通じ繪入にて中等以上の講習に好適）............

Mistero de doloro ....................................................................................（A. Gimi•…
George Dandin ...............................................................
Fabeloj de Anderson .....................................................
Gemo de unu soleca animo （上海にてエロ シェ 

Manon Lescaut （188 頁）.....................

Nuntempaj rakontoj ......................................................
Petro Schlemihl ...............................................................
Himnaro Esperanta （211 歌集）..............

Verdkata testamento （121 X）......  フ........... （R. dnvnriz ；........
Aŭstralio （爲逸ヒルト出版祉、新刊寫眞入視察離〕 
Historio de la lingvo Esperanto 第二卷（新刊）… 

Maŝinfaka Esperanto-vortaro 
Pri la devoj de V homoj •… 
Esperanto Marsch （樂誌）••… 

Tri lirikoj t 樂席）.........

★Vivo de Zamenhof..............

（第一卷・朗ニ卷・各1 
ンコ氏渚ノ...... :.....
............. （l）ro-Vjllienne） 

•—（Stanuitov 匕ルト社） 

• （（^Iiajiiif^o 匕 レレト社）

E. Wiister） 
（S. l^llico）

（英國版寫说入）

1.20
1.90
0.75

0.50
0.45
0.85
0.90
1.10
0.80
0.80
0.90
1.20
3.25
3.00
0.95
0.60
1.0（）
0.93
1.80

4
8
4

6
6
4
4 

1<; 
1G
4
4
8

16

代表

Aspazio 
Hamleto 
Kalka 
Kaatie 
Makbeto
Ĥina｛〇

¥ 5
 5
 5
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 7
 
4
 
s
 
8
 

o
 o
 e  u
 o

8
 4
 4
 8
 8

〇 〇

Illi
Mart8 
Portreto 
Rabistoj 
Revizoro 
Vendetta 
Rakontoj

Y 1.5（） 8
0.95 4
0.80 6
〇<80 6
0.95 6
0.40 2" 55逸 匕ルト・アンド・ソン社 新刊

■^1*； Hrmao de la kato kiu pilkludas.............................................................

Barbaraj prozajoj ..........................................................................................
K Ano de V ringludo..........................................................................................

“"〇如P*bln ! Marcus tybout ............................................................

0.80 6
0.80 6
0.80 6
0.80 6

（御註文i磴駅）

振 ««fii
東京五二九〇二番

洋 書 部

旭 光 祉 、鷲^蹲 

束京市芝區濱松町三丁 H —霁地 :切手同封の事 

% 18、芝（4J） 二〇一九番 ゝ'… 'ヘマ



我國におけるエスペラント普及•硏究•實用の中心機關

財團I
法人I

【東京市牛込區新小川町三の十四】【振替口座東京11225番】

!本エスペラント學瓷〇 Q

・すべての運動は犬衆の協力に俟たりはならぬ。今やエスペラント瞽乃逹軌（J北もも命の 

協力を必耍さする時だ。各地同志の人同團結が必要だ。個々人の叫びは個々人の叫ぴにす 
ざない。大衆の叫びに輿論の喚起た。組織仁った協力:そ眞の力だ。 心 聖 

♦エスペラントな愛するもの仁誰しも御入會下さい。（會員は法規上維持員ごよぶ）ゝ!

目 的 

事ヰ 

會費｛ 

入會手續］ 

會員の! 

特 典］

エスペラントの普及.研究•實用 !

（8）エスペラントに關すろ各種の研究調査及男缺襄
⑹雜誌及圖書の刊行等 エで

（c） 講演會、講習會の開催及後援 *

（d） 其他本會の日的あ達成す为に必？!ミ認むか耶業

但）普通會H年額210140錢（町賛助會員年籾5帆

（c）特別會員年額1CIH!以上 9）終身孑仇一時金100WI
住所・瓏業上名（振カナ付）を明記し會!5一年分な支拂へばよへ 

振替送金最し父全）

1. 毎月研究雜誌u I a Revuo Orienta nの配布をうく

2. 出版B3書の割引をうくる二ざめり

3. 語學上のn猛!!他一般の問合の返事なうく

4. 宜傳の「渠」その他宣傳材料み無料でうくる二ざな得

詳い・二芒は直接御問合せドさい

簿（五十音順）ゝ・w

事带人敎授警舉P51?淅成川 
莫野田球磨 

履人敎授醫舉博士 SHMJ三郞 

東京朝日新MMPIJ柳山國男 

大井毋 

三石五六 
・爭高層氣象臺艮大石和三郞 

神奈川縣比農栗舉枚用淸水勝雉 

木綸宏 

刨帝人敬授趣秸宙沱 
册法舉博上男前楞恤"坦

同 子 前三鳥章道

理

同

同
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同

監
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員名
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野孝男 

田虎雄 

崎なっ

川廉次吉郞 

何 盛三 

黑板勝美

中

上

種

河

小林鐵太郞

高楠順次郞

役
理學博士

元鐵道畜運輸局技 

柬京女于人學敎授 

中央大學敎授

帝大敎授文舉博士 

政治敎育會長 
專修大學敎授 

帝大名段敎授 
文學博 士

理事艮 

理爭 

同 
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